
一般動詞の復習１ No.1

【１】正しい方を選んで、更に全体を日本語に直しな

さい。

I have / has two brothers.① ( )

You have / has a bicycle.② ( )

Our teacher have / has a textbook.③ ( )

Tom and Bob have / has tennis rackets.④ ( )

Tom's mother have / has a bag.⑤ ( )

We have / has a lot of computer games.⑥ ( )

My father have / has dinner at ten.⑦ ( )

【２】次の各文を疑問文にし、全体を訳しなさい。

Ann has a watch.①

You have an umbrella.②

His father has a camera.③

Tom has a lot of rock music CDs.④

Ann has a ticket in her pocket.⑤

Kenji has five books in his school bag.⑥

【３】例のように質問に答え、元の疑問文と答の両方

を日本語に訳しなさい。

( )What do you have in your hand? a dictionary

I have a dictionary in my hand.→

(訳)あなたはあなたの手の中に何を持っています

か。私は私の手の中に辞書を持っています。

① ( )What does Tom have? a bicycle

② ( )What does your mother have in her bag? a magazine
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【１】

① ：私は２人の兄がいます。have

② ：あなたは自転車を持っています。have

③ ：私達の先生は教科書を一冊持っています。has

④ ：トムとボブはテニスのラケットを持っていhave

る。

⑤ ：トムの母はカバンを持っています。has

⑥ ：私達は沢山のコンピュータゲームを持ってhave

いる。

⑦ ：私の父は１０時に夕食を食べます。has

【２】

① アンは腕時計を持っていDoes Ann have a watch?

ますか。

② あなたは傘を持っていまDo you have an umbrella?

すか。

③ 彼の父はカメラを持Does his father have a camera?

っていますか。

④ トムは沢Does Tom have a lot of rock music CDs?

山のロック音楽の を持っていますか。CD

⑤ アンは彼女のDoes Ann have a ticket in her pocket?

ポケットに切符を持っていますか。

⑥ 研二Does Kenji have five books in his school bag?

は彼の学生カバンに５冊の本を持っていますか。

【３】

① トムは何を持っていますか。彼He has a bicycle.

は自転車を持っている。

② あなたのお母さんはShe has a magazine in her bag.

彼女のカバンの中に何を持っていますか。彼女は彼

女のカバンの中に雑誌を持っています。
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What do you have in your school bag? seven③ (

)textbooks.

④ ( )What does Ann have in her hand? a hamburger

What do they have in their backpacks? a map and a⑤ (

)flashlight

【４】下線部が答となるように疑問文を作り、それを

訳しなさい。

She has a fork in her left hand. What does she(例) →

彼女は彼女の左手に何を持have in her left hand?

っていますか。

It's 10:30 p.m.①

Kenta has spaghetti with chopsticks.②

Kenta has pizza at lunch.③

They have lunch at the cafeteria.④

Emi has 900 yen.⑤

Ann has breakfast at six o'clock every morning.⑥

I have a hamburger in my hand.⑦

Ann has a brother and a sister.⑧

Yes, it's 10 o'clock.⑨

She has 950 yen.⑩

Kenta and Tom have pizza at lunch.⑪
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③ あなたはあI have seven textbooks in my school bag.

なたの学生カバンの中に何をもっていますか。私は

私の学生カバンの中に７冊の教科書を持っていま

す。

④ アンは彼女の手のShe has a hamburger in her hand.

中に何を持っていますか。彼女は彼女の手の中にハ

ンバーガーを持っています。

⑤ 彼They have a map and a flashlight in their backpacks.

らは彼らのバックパックの中に何を持っています

か。彼らは彼らのバックパックの中に地図と懐中電

灯を持っています。

【４】

① 何時ですか。What time is it?

② 健太はどうやってHow does Kenta have spaghetti?

スパゲッティを食べますか。

③ 健太は昼食時に何What does Kenta have at lunch?

を食べますか。

④ 彼らは昼食をどこで食Where do they have lunch?

べますか。

⑤ 絵美はいくら持っていHow much does Emi have?

ますか。

What time does Ann have breakfast every morning?⑥

アンは毎朝、朝食を何時に食べますか。

⑦ あなたはあなたのWhat do you have in your hand?

手の中に何を持っていますか。

⑧ アンHow many brothers and sisters does Ann have?

は何人の兄弟姉妹を持っていますか。

⑨ 時ですか。Is it 10 o'clock? 10

⑩ 彼女はいくら持っていHow much does she have?

ますか。

⑪ 健太とトムWhat do Kenta and Tom have at lunch?

は昼食時に何を食べますか。




