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A「V（plain past）ばかり」を使って次の会話を完成（to complete）しなさい。

［例］ 日本人：漢字がたくさん読めますか。

 アメリカ人：いいえ、去年始めたばかりですから、まだ少しだけです。

1） A：ケーキでもどうですか。

　 B：ええ、でも、今　　　　　　　で、おなかがいっぱいなので。

2） 先生：この漢字は読めるでしょう。

　 学生：ええ、きのう　　　　　　　　　　ですから。

3） （学生も先生もアメリカにいる。）

　 学生：アメリカへはいついらっしゃったんですか。

　 先生：先週　　　　　　　　なんです。

4） 田中：日本語の勉強はどうですか。忙しいですか。

　 スミス：そうですね。学期が　　　　　　　　　ばかりなので、まだあまり忙しくあり

　　　　ません。

5） A：ねむそうですね。

　 B：ええ、　　　　　　　　　　なんですよ。

AA正しいものを選びなさい。

1） A：さいきん何か映画を見ましたか。

 B：ええ、「羅
ら

生
しょう

門
もん

」という映画を見ました。

 C：「羅生門」なら、私も見たことがあります。（　あれ ・ それ　）は、いい映画ですね。

2） A：アメリカはどこからですか。

 B：グリーンベイという町です。

 C：グリーンベイ?（　あの ・ その　）町はどこにあるんですか。

BA「あれ」「あの」「それ」「その」から選んで、会話を完成しなさい。

1） A：きのうとてもおいしいレストランへ行ったんだけど。

 B：へえ。（　　　　）レストラン、何料理のお店？

 C：イタリア料理。ステートストリートの映画館のとなりにある。

 D：ああ、（　　　　）レストランなら、私も行ったことある。（　　　　）レストランは、

おいしくて安くて、いつもこんでるね。

2） ゆみ：キャロル・スミスという人、知ってる？ 去年日本語のクラスでアンといっしょだ

ったと言っていたけど。

 アン：うん。（　　　　）人、今何してるの？

 ゆみ：東京の「ファンタジー」という会社で仕事してる。

 アン：（　　　　）会社、何の会社？

 ゆみ：私もよく知らないんだけど、コンピューターの会社みたい。

AA「V（potential）ようになります」を使って、文を完成しなさい。

［例］ ひらがなはやさしいから、すぐ書けるようになります。

1） 日本語を一年勉強すれば、漢字が少し　　　　　　　　　　　　　　　。

2） 日本に留学すれば、日本料理が　　　　　　　　　　　　　　　。

3） 21歳になると、バー（bar）に　　　　　　　　　　　　　　　。

4） アメリカでは、16歳になると、車が　　　　　　　　　　　　　　　。

5） 日本語のワープロは使いやすいから、すぐ　　　　　　　　　　　　　　　。

BAMake three sentences about what you were unable to do before but are able 

to do now, using ようになりました, as in the example.

［例］ 前には日本語が話せませんでしたが、このごろ話せるようになりました。

第�課>>>>> 名 前（  ）文法練習………1 第�課>>>>> 名 前（  ）文法練習………1

>>>>>［文法ノート1］Vばかり1>>>>>

>>>>>［文法ノート�］あの／その2>>>>>

>>>>>［文法ノート�］Vようになる3>>>>>

+ij_work_013.indd   4-5 08.5.25   8:57:36 PM



�

"

�

"

第�課>>>>> 名 前（  ）文法練習………1 第�課>>>>> 名 前（  ）文法練習………1

A例にならって、質問に答えなさい。

［例］ A：何か食べたいものがありますか？

 B：ええ、おすしが食べたいなあと思います。

1） A：どこか一度行ってみたいところがありますか。

 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2） A：だれか一度会ってみたい人がいますか。

 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

3） A：一度やってみたいことがありますか。

 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

A適当なものに○をつけなさい。

1） 田中：電話は、もうかけましたか。

 スミス：あ、すみません。今（　かける ・ かけた　）ところです。

2） 田中：ちょっと、コンピューター、使ってもいいですか。

 スミス：あ、すみません、今（　使う ・ 使っている　）ところだから、もう少し待っ

てくれませんか。

3） 田中：お昼でも、どうですか。

 スミス：あ、ざんねん。今（　食べる ・ 食べた　）ところなんです。

AA次の絵を見て、「Vことになっている」を使って、文を完成しなさい。

1） 映画館の中では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2） 教室では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

3） 日本では、家に上がる時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4） アメリカでは、クリスマスに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

5） 日本語の学生は、毎日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

BA「Vことになっている」を使って、次の会話を完成しなさい。

1） 先生：あした二時に私の部屋へ来てください。

 学生：すみませんが、あしたの午後は、田中先生に　　　　　　　　　　んですが。

 先生：じゃ、あさってでもいいですよ。

2） 先生：スミスさんは来年どうするんですか。

 スミス：日本で英語を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

 先生：そうですか。それはいいですね。

CA「Vことになりました」を使って、次の会話を完成しなさい。

1） 田中：来年の三月に　　　　　　　　　　　　　　　。

 山田：そうですか。それはおめでとうございます。

2） 先生：ホワイトさん、奨学金（scholarship）がもらえたんですってね。

 ホワイト：ええ、おかげさまで。それで、来年の四月から東京大学で　　　　　　　　

　　　　　　。

 先生：それは、よかったですね。

1） 2） 3） 4） 5）

>>>>>［文法ノート�］～なあ4>>>>>

>>>>>［文法ノート�］～なあ5>>>>>

>>>>>［文法ノート�］Vことになった／Vことになっている6>>>>>

+ij_work_013.indd   6-7 08.5.25   8:57:36 PM




	IJ-workbook_contents
	IJ_workbook_sample
	+ij_work_013
	+ij_work_013-1




