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1 私は昨日テレビを見ました。

1

2 私たちは特別なそばを食べてみました。

2

3 私は今朝バスで駅に行きました。

3
4

4 Ａ：あなたは昨夜英語を勉強しましたか？
Ｂ：はい、しました。
5 私はそこで素晴らしい時を過ごしました。

5

6 Ａ：あなたは今朝テレビを見ましたか？

6

Ｂ：いいえ、見ませんでした。
7 私はそこで素晴らしい時を過ごしました。

7

8 よい１日をお過ごしください。

8

9 明日会いましょう。

9

10 飛行機で約１時間半かかりました。

10

11 飛行機で約１時間半かかります。

11

12 私たちは多くのおもしろいものを見ました。

12

13 今雨が降っています。

13

14 昨日雨が降りました。

14

15 少し寒いです。

15

16 私は素晴らしい時を過ごしています。

16

17 彼らは１軒のレストランを見つけました。

17

18 私は本を読みました。

18

19 どうぞご理解ください。

19

-1 -

I watched TV yesterday.
We tried some special soba.
I went to the station by bus this morning.
A: Did you study English last night?.
B: Yes, I did.
I had a wonderful time there.
A: Did you watch TV this morning?
B: No, I didn't.
I had a wonderful time there.
Have a nice day.
See you tomorrow.
It took about one and half hours by plane.
It takes about one and half hours by plane.
We saw many interesting things.
It's raining now.
It rained yesterday.
It's a little cold.
I'm having a great time.
I found a restaurant.
I read a book.
Please understand.
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20 私は２年前先生でした。

20

21 昨年の冬は寒かったです。

21

22 美保は先週入院していました。

22

23 私たちはおいしい食べ物を楽しみました。例えば越前

23

そばを食べました。
24 Ａ：このペンは先週１５０円でしたか？

24

Ｂ：はい、そうでした。
25 Ａ：あなたは先週の日曜日の午後どこにいましたか？

25

Ｂ：私は公園にいました。
26 私はそのとき筆箱をさがしていました。

26

27 その生徒たちはそのとき英語を勉強していました。

27

28 Ａ：あなたは何をしていたのですか？

28

Ｂ：私は筆箱をさがしていたのです。
29 用意はいいですか？

29

30 私たちの授業は数分で始まります。

30

31 ちょっと待ってください。

31

32 私はそのとき夕食を食べていませんでした。

32

33 私は７年生です。

33

34 私の学校にはたくさんの楽しい行事があります。

34

35 私は英語と数学の両方が好きです。

35

36 私は驚きました。

36

37 あなたの学校は私たちの学校と違う。

37

38 あなたは幸せそうに見えます。

38

39 あなたの本は難しそうに見える。

39
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I was a teacher two years ago.
It was cold last winter.
Miho was in the hospital last week.
We enjoyed delicious food. For example, we ate
Echizen soba.
Was this pen 150 yen last week?
Yes, it was.
Where were you last Sunday afternoon?
I was in the park.
I was looking for my pencil case then.
The students were studying English then.
What were you doing?
I was looking for my pencil case.
Are you ready?
Our class starts in a few minutes.
Just a second.
I wasn't having dinner then.
I'm in the seventh grade.
My school has lots of fun events.
I like both English and math.
I was surprised.
Your school is different from ours.
You look happy.
Your book looks difficult.
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40 私たちはお互いを助け合った。

40

41 私は緑川に魚釣りに行った。

41

42 私は何匹かの魚を彼らにあげた。
42
43 Ａ：あなたは来週イギリスを訪れる予定ですか？

43

Ｂ：はい、そうです。
44 Ａ：どのくらい滞在する予定ですか？

44

Ｂ：５日間です。
45 Ａ：あなたはこの週末何をするつもりですか？

45

Ｂ：私は宿題をするつもりです。
46 私は明日テニスをするつもりではありません。

46

47 イギリスから何か欲しいものがありますか？

47

48 私は彼に新しいカメラを買ってあげた。

48

49 あなたがたの宿題をください。

49

50 彼に水をあげましょう。

50

51 Ａ：あなたたちはあの時計塔を何と呼びますか？

51

Ｂ：私たちはそれをビッグベンと呼びます。
52 Ａ：ここからオックスフォードまで電車でどのくらいかかりますか？

52

Ｂ：約１時間かかります。
53 世界はおもしろい場所でいっぱいです。

53

54 Ａ：あなたのペンを使ってもよいですか

54

Ｂ：いいですよ。
55 Ａ：私たちの写真を撮ってくださいませんか？
Ｂ：いいですよ。
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55

We helped each other.
I went fishing at Midori River.
=I gave them some fish.
I gave some fish to them.
Are you going to visit the U.K. next week?
Yes, I am.
How long are you going to stay?
For five days.
What are you going to do this weekend?
I'm going to do my homework.
I'm not going to play tennis tomorrow.
Do you want anything from the U.K.?
I bought him a new camera.
Give me your homework.
Let's give him some water.
What do you call that clock tower?
We call it Big Ben.
How long does it take from here to Oxford by train?
It takes about one hour.
The world is full of interesting places.
May I use your pen?
Sure. / No problem. / OK. / All right.
Could you take our picture?
Sure. / No problem. / OK. / All right.
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56 Ａ：私の英語をチェックしてくださいませんか？

56

Ｂ：ごめんなさい、今忙しいです。
57 私は公園を走るために早く起きます。

57

58 祐二は美保を出迎えに駅に行きました。

58

59 私の父は夕食にカレーを食べたがっている。

59

60 Ａ：あなたは将来何になりたいですか？

60

Ｂ：私は野球選手になりたいです。
61 Ａ：あなたはどこに行きたいですか？

61

Ｂ：私はオーストラリアに行きたいです。
62 Ａ：あなたはそこで何をしたいですか？

62

Ｂ：私はコアラを見たいです。
63 私はそのドアを開けようとしました。

63

64 おもしろそうですね。

64

65 私にはするべきたくさんのことがあります。

65

66 美保にはするべきたくさんの宿題があります。

66

67 私はこれを食べる必要がある。

67

68 私はテニスをすることが好きです。

68

69 私はスポーツに興味がある。

69

70 あなたは何のスポーツに興味がありますか？

70

71 彼女はあなたに興味がありません。

71

72 あなたにまた会えるといいですね。

72

73 あなたはなぜそう思うのですか？

73
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Could you check my English?
I'm sorry, I'm busy now.
I get up early to run in the park.
Yuji went to the station to meet Miho.
My father wants to have curry for dinner.
What do you want to be in the future?
I want to be a baseball player.
Where do you want to go?
I want to go to Australia.
What do you want to do there?
I want to see koalas.
I tried to open the door.
Sounds interesting.
I have many things to do.
Miho has a lot of homework to do.
I need to eat this.
I like to play tennis.
I'm interested in sports.
What sports are you interested in?
She's not interested in you.
I hope to see you again.
Why do you think so?
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