
 

 

Unit 1 Dictation  /5 
 1 I love baseball. 

2 She can't swim. 

3 They like using computers. 

4 There are thirty. 

5 He helps the tennis club. 
 

Unit 1 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I give mother a present. 私は母にプレゼントをあげます。 

2 He gives mother a present. 彼は母にプレゼントをあげます。 

3 You give mother a present. あなたは母にプレゼントをあげます。 

4 You don't give a present. あなたはプレゼントをあげません。 

5 We don't give a present. 私たちはプレゼントをあげません。 

6 They don't give a present. 彼らはプレゼントをあげません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたたちは母にプレゼントをあげます。 You give mother a present. 

2 彼女は母にプレゼントをあげます。 She gives mother a present. 

3 彼らは母にプレゼントをあげます。 They give mother a present. 

4 私はプレゼントをあげません。 I don't give a present. 

5 彼女はプレゼントをあげません。 She doesn't give a present. 

6 彼はプレゼントをあげません。 He doesn't give a present. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't give father a present. 私は父にプレゼントをあげませんでした。 

2 You didn't give father a present. あなたは父にプレゼントをあげませんでした。 

3 He didn't give father a present. 彼は父にプレゼントをあげませんでした。 

4 Did we give Susan a CD? 私たちはスーザンに CD をあげましたか。 

5 Did they give Susan a CD? 彼らはスーザンに CD をあげましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは父にプレゼントをあげませんでした。 We didn't give father a present. 

2 あなたたちは父にプレゼントをあげませんでした。 You didn't give father a present. 

3 彼らは父にプレゼントをあげませんでした。 They didn't give father a present. 

4 私はスーザンに CD をあげましたか。 Did I give Susan a CD? 

5 あなたはスーザンに CD をあげましたか。 Did you give Susan a CD? 
 
 
 Total Score /27 



 

 

Unit 2 Dictation  /5 
 1 Many basketball players are tall. 

2 She went with her friend. 

3 He studied about Japan. 

4 My sister is a baby. 

5 They are very old. 
 

Unit 2 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I work at a small company. 私は小さな会社で働いています。 

2 She works at a small company. 彼女は小さな会社で働いています。 

3 They work at a small company. 彼らは小さな会社で働いています。 

4 She doesn't work at a big company. 彼女は大きい会社では働いていません。 

5 Do I work in Sendai? 私は仙台で働いていますか。 

6 You worked at a department store. あなたはデパートで働いていました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は小さな会社で働いています。 I work at a small company. 

2 彼は小さな会社で働いています。 He works at a small company. 

3 あなたたちは小さな会社で働いています。 You work at a small company. 

4 それは大きい会社では働いていません。 It doesn't work at a big company. 

5 私は仙台で働いていますか。 Do I work in Sendai? 

6 彼女はデパートで働いていました。 She worked at a department store. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't work in a Chinese restaurant. 私は中華料理店では働いていませんでした。 

2 You didn't work in a Chinese restaurant. あなたは中華料理店では働いていませんでした。 

3 He didn't work in a Chinese restaurant. 彼は中華料理店では働いていませんでした。 

4 Did we work hard enough? 私たちは十分努力しましたか。 

5 Did they work hard enough? 彼らは十分努力しましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは中華料理店では働いていませんでした。 We didn't work in a Chinese restaurant. 

2 あなたたちは中華料理店では働いていませんでした。 You didn't work in a Chinese restaurant. 

3 彼らは中華料理店では働いていませんでした。 They didn't work in a Chinese restaurant. 

4 私は十分努力しましたか。 Did I work hard enough? 

5 あなたは十分努力しましたか。 Did you work hard enough? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 3 Dictation  /5 
 1 He goes to work at 7 o'clock. 

2 She is a great cook. 

3 His father runs very fast. 

4 She teaches science. 

5 I am busy every day. 
 

Unit 3 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It speaks Japanese. それは日本語を話します。 

2 I don't speak German. 私はドイツ語は話しません。 

3 They don't speak German. 彼らはドイツ語は話しません。 

4 Do we speak English? 私たちは英語を話しますか。 

5 I spoke too quickly. 私は早口で話しました。 

6 She spoke too quickly. 彼女は早口で話しました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は日本語を話します。 He speaks Japanese. 

2 私はドイツ語は話しません。 I don't speak German. 

3 私たちはドイツ語は話しません。 We don't speak German. 

4 それは英語を話しますか。 Does it speak English? 

5 あなたは早口で話しました。 You spoke too quickly. 

6 あなたたちは早口で話しました。 You spoke too quickly. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't speak well. 私はうまく話しませんでした。 

2 You didn't speak well. あなたはうまく話しませんでした。 

3 He didn't speak well. 彼はうまく話しませんでした。 

4 Did we speak to your mother? 私たちはあなたのお母さんと話しましたか。 

5 Did they speak to your mother? 彼らはあなたのお母さんと話しましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはうまく話しませんでした。 We didn't speak well. 

2 あなたたちはうまく話しませんでした。 You didn't speak well. 

3 彼らはうまく話しませんでした。 They didn't speak well. 

4 私はあなたのお母さんと話しましたか。 Did I speak to your mother? 

5 あなたはあなたのお母さんと話しましたか。 Did you speak to your mother? 
 

  Total Score /27 



 

 

Unit 4 Dictation  /5 
 1 Her mother speaks Chinese. 

2 She likes learning English. 

3 He lived in Japan for two years. 

4 She cannot speak Japanese. 

5 Germany is a big country. 
 

Unit 4Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He writes music. 彼は作曲をします。 

2 We write music. 私たちは作曲をします。 

3 I don't write a diary. 私は日記を書きません。 

4 She doesn't write a diary. 彼女は日記を書きません。 

5 Do I write neatly? 私はきれいな字を書きますか。 

6 We wrote a report. 私たちはレポートを書きました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は作曲をします。 I write music. 

2 彼女は作曲をします。 She writes music. 

3 あなたは日記を書きません。 You don't write a diary. 

4 彼女は日記を書きません。 She doesn't write a diary. 

5 私はきれいな字を書きますか。 Do I write neatly? 

6 私はレポートを書きました。 I wrote a report. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't write that graffiti. 私はその落書きはしていません。 

2 You didn't write that graffiti. あなたはその落書きはしていません。 

3 He didn't write that graffiti. 彼はその落書きはしていません。 

4 Did we write your name correctly? 私たちはあなたの名前を正しく書きましたか。 

5 Did they write your name correctly? 彼らはあなたの名前を正しく書きましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはその落書きはしていません。 We didn't write that graffiti. 

2 あなたたちはその落書きはしていません。 You didn't write that graffiti. 

3 彼らはその落書きはしていません。 They didn't write that graffiti. 

4 私はあなたの名前を正しく書きましたか。 Did I write your name correctly? 

5 あなたはあなたの名前を正しく書きましたか。 Did you write your name correctly? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 5 Dictation  /5 
 1 I like to study foreign countries. 

2 The mountains are beautiful. 

3 I want to learn French. 

4 My mother has been to Australia. 

5 She took a photo of a koala. 
 

Unit 5 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I come to school by bus. 私は学校にはバスで来ます。 

2 He comes to school by bus. 彼は学校にはバスで来ます。 

3 You come to school by bus. あなたたちは学校にはバスで来ます。 

4 You don't come to school on foot. あなたは歩いて学校には来ません。 

5 It doesn't come to school on foot. それは歩いて学校には来ません。 

6 They don't come to school on foot. 彼らは歩いて学校には来ません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたは学校にはバスで来ます。 You come to school by bus. 

2 彼女は学校にはバスで来ます。 She comes to school by bus. 

3 私たちは学校にはバスで来ます。 We come to school by bus. 

4 私は歩いて学校には来ません。 I don't come to school on foot. 

5 彼女は歩いて学校には来ません。 She doesn't come to school on foot. 

6 彼らは歩いて学校には来ません。 They don't come to school on foot. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't come late. 私は遅刻はしませんでした。 

2 You didn't come late. あなたは遅刻はしませんでした。 

3 He didn't come late. 彼は遅刻はしませんでした。 

4 Did we come at the wrong time? 私たちは間違った時間に来ましたか。 

5 Did they come at the wrong time? 彼らは間違った時間に来ましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは遅刻はしませんでした。 We didn't come late. 

2 あなたたちは遅刻はしませんでした。 You didn't come late. 

3 彼らは遅刻はしませんでした。 They didn't come late. 

4 私は間違った時間に来ましたか。 Did I come at the wrong time? 

5 あなたは間違った時間に来ましたか。 Did you come at the wrong time? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 6 Dictation  /5 
 1 She wore her school uniform. 

2 A student gave a short speech. 

3 His team won two games. 

4 She doesn't like social studies. 

5 He thought the English test was easy. 
 

Unit 6 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I participate in the singing contest. 私は合唱コンクールに参加します。 

2 She participates in the singing contest. 彼女は合唱コンクールに参加します。 

3 They participate in the singing contest. 彼らは合唱コンクールに参加します。 

4 She doesn't participate in karate competitions. 彼女は空手の試合には参加しません。 

5 Do I participate in class? 私は授業に参加しますか。 

6 You participated in the summer sports tournament. あなたは中総体に参加しました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は合唱コンクールに参加します。 I participate in the singing contest. 

2 彼は合唱コンクールに参加します。 He participates in the singing contest. 

3 あなたたちは合唱コンクールに参加します。 You participate in the singing contest. 

4 それは空手の試合には参加しません。 It doesn't participate in karate competitions. 

5 私は授業に参加しますか。 Do I participate in class? 

6 彼女は中総体に参加しました。 She participated in the summer sports tournament. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't participate in the cleaning activity. 私は清掃活動には参加しませんでした。 

2 You didn't participate in the cleaning activity. あなたは清掃活動には参加しませんでした。 

3 He didn't participate in the cleaning activity. 彼は清掃活動には参加しませんでした。 

4 Did we participate in last year's event? 私たちは去年の行事に参加しましたか。 

5 Did they participate in last year's event? 彼らは去年の行事に参加しましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは清掃活動には参加しませんでした。 We didn't participate in the cleaning activity. 

2 あなたたちは清掃活動には参加しませんでした。 You didn't participate in the cleaning activity. 

3 彼らは清掃活動には参加しませんでした。 They didn't participate in the cleaning activity. 

4 私は去年の行事に参加しましたか。 Did I participate in last year's event? 

5 あなたは去年の行事に参加しましたか。 Did you participate in last year's event? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 7 Dictation  /5 
 1 They practiced before the start of class. 

2 She sings soprano. 

3 Her mother helped her study. 

4 The sports day was on Saturday. 

5 Her class won the jump rope. 
 

Unit 7 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It feels happy. それは幸せに感じます。 

2 I don't feel well. 私は気分がよくありません。 

3 They don't feel well. 彼らは気分がよくありません。 

4 Do we feel tired? 私たちは疲れを感じていますか。 

5 I felt sick. 私は気分が悪かったです。 

6 She felt sick. 彼女は気分が悪かったです。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は幸せに感じます。 He feels happy. 

2 私は気分がよくありません。 I don't feel well. 

3 私たちは気分がよくありません。 We don't feel well. 

4 それは疲れを感じていますか。 Does it feel tired? 

5 あなたは気分が悪かったです。 You felt sick. 

6 あなたたちは気分が悪かったです。 You felt sick. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't feel motivated. 私はやる気がしませんでした。 

2 You didn't feel motivated. あなたはやる気がしませんでした。 

3 He didn't feel motivated. 彼はやる気がしませんでした。 

4 Did we feel ready? 私たちは準備が出来ていましたか。 

5 Did they feel ready? 彼らは準備が出来ていましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはやる気がしませんでした。 We didn't feel motivated. 

2 あなたたちはやる気がしませんでした。 You didn't feel motivated. 

3 彼らはやる気がしませんでした。 They didn't feel motivated. 

4 私は準備が出来ていましたか。 Did I feel ready? 

5 あなたは準備が出来ていましたか。 Did you feel ready? 
 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 8 Dictation  /5 
 1 It is a big school. 

2 There is a long hallway on each floor. 

3 A clock is on the wall. 

4 There are 30 desks. 

5 She rested in the classroom. 
 

Unit 8 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He teaches science. 彼は科学を教えています。 

2 We teach science. 私たちは科学を教えています。 

3 I don't teach English. 私は英語は教えていません。 

4 She doesn't teach English. 彼女は英語は教えていません。 

5 Do I teach well? 私は教え方がうまいですか。 

6 We taught him how to swim. 私たちは彼に泳ぎ方を教えました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は科学を教えています。 I teach science. 

2 彼女は科学を教えています。 She teaches science. 

3 あなたは英語は教えていません。 You don't teach English. 

4 彼女は英語は教えていません。 She doesn't teach English. 

5 私は教え方がうまいですか。 Do I teach well? 

6 私は彼に泳ぎ方を教えました。 I taught him how to swim. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't teach yesterday. 私は昨日は教えていません。 

2 You didn't teach yesterday. あなたは昨日は教えていません。 

3 He didn't teach yesterday. 彼は昨日は教えていません。 

4 Did we teach her anything? 私たちは彼女に何かを教えましたか。 

5 Did they teach her anything? 彼らは彼女に何かを教えましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは昨日は教えていません。 We didn't teach yesterday. 

2 あなたたちは昨日は教えていません。 You didn't teach yesterday. 

3 彼らは昨日は教えていません。 They didn't teach yesterday. 

4 私は彼女に何かを教えましたか。 Did I teach her anything? 

5 あなたは彼女に何かを教えましたか。 Did you teach her anything? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 9 Dictation  /5 
 1 The school is in Tokyo. 

2 He is a very strict teacher. 

3 She is always happy. 

4 His voice is very quiet. 

5 It has a climbing competition. 
 

Unit 9 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I answer the teacher's question. 私は先生の質問に答えます。 

2 He answers the teacher's question. 彼は先生の質問に答えます。 

3 You answer the teacher's question. あなたたちは先生の質問に答えます。 

4 You don't answer in class. あなたは授業では答えません。 

5 It doesn't answer in class. それは授業では答えません。 

6 They don't answer in class. 彼らは授業では答えません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたは先生の質問に答えます。 You answer the teacher's question. 

2 彼女は先生の質問に答えます。 She answers the teacher's question. 

3 私たちは先生の質問に答えます。 We answer the teacher's question. 

4 私は授業では答えません。 I don't answer in class. 

5 彼女は授業では答えません。 She doesn't answer in class. 

6 彼らは授業では答えません。 They don't answer in class. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't answer the phone. 私は電話に出ませんでした。 

2 You didn't answer the phone. あなたは電話に出ませんでした。 

3 He didn't answer the phone. 彼は電話に出ませんでした。 

4 Did we answer your question? 私たちはあなたの質問に答えましたか。 

5 Did they answer your question? 彼らはあなたの質問に答えましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは電話に出ませんでした。 We didn't answer the phone. 

2 あなたたちは電話に出ませんでした。 You didn't answer the phone. 

3 彼らは電話に出ませんでした。 They didn't answer the phone. 

4 私はあなたの質問に答えましたか。 Did I answer your question? 

5 あなたはあなたの質問に答えましたか。 Did you answer your question? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 10 Dictation  /5 
 1 Her favorite store is the Disney store. 

2 She buys food. 

3 They are very expensive. 

4 She doesn't like them. 

5 I didn't eat breakfast. 
 

Unit 10 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I ask a question. 私は質問をします。 

2 She asks a question. 彼女は質問をします。 

3 They ask a question. 彼らは質問をします。 

4 She doesn't ask any questions. 彼女は何も質問しません。 

5 Do I ask questions in English class? 私は英語の授業で質問をしますか。 

6 You asked two questions today. あなたは今日ふたつの質問をしました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は質問をします。 I ask a question. 

2 彼は質問をします。 He asks a question. 

3 あなたたちは質問をします。 You ask a question. 

4 それは何も質問しません。 It doesn't ask any questions. 

5 私は英語の授業で質問をしますか。 Do I ask questions in English class? 

6 彼女は今日ふたつの質問をしました。 She asked two questions today. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't ask any questions in history class. 私は歴史の授業では何も質問しませんでした。 

2 You didn't ask any questions in history class. あなたは歴史の授業では何も質問しませんでした。 

3 He didn't ask any questions in history class. 彼は歴史の授業では何も質問しませんでした。 

4 Did we ask a question in math class? 私たちは数学の授業で質問をしましたか。 

5 Did they ask a question in math class? 彼らは数学の授業で質問をしましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは歴史の授業では何も質問しませんでした。 We didn't ask any questions in history class. 

2 あなたたちは歴史の授業では何も質問しませんでした。 You didn't ask any questions in history class. 

3 彼らは歴史の授業では何も質問しませんでした。 They didn't ask any questions in history class. 

4 私は数学の授業で質問をしましたか。 Did I ask a question in math class? 

5 あなたは数学の授業で質問をしましたか。 Did you ask a question in math class? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 11 Dictation  /5 
 1 It was sunny and warm. 

2 He took his dog for a walk. 

3 He watches it on TV every week. 

4 We make sushi at home. 

5 I eat a lot of sushi. 
 

Unit 11 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It knows him. それは彼を知っています。 

2 I don't know Chinese. 私は中国語は知りません。 

3 They don't know Chinese. 彼らは中国語は知りません。 

4 Do we know her? 私たちは彼女を知っていますか。 

5 I knew his name. 私は彼の名前を知っていました。 

6 She knew his name. 彼女は彼の名前を知っていました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は彼を知っています。 He knows him. 

2 私は中国語は知りません。 I don't know Chinese. 

3 私たちは中国語は知りません。 We don't know Chinese. 

4 それは彼女を知っていますか。 Does it know her? 

5 あなたは彼の名前を知っていました。 You knew his name. 

6 あなたたちは彼の名前を知っていました。 You knew his name. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't know that song. 私はその歌を知りませんでした。 

2 You didn't know that song. あなたはその歌を知りませんでした。 

3 He didn't know that song. 彼はその歌を知りませんでした。 

4 Did we know that boy? 私たちはあの少年を知っていましたか。 

5 Did they know that boy? 彼らはあの少年を知っていましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはその歌を知りませんでした。 We didn't know that song. 

2 あなたたちはその歌を知りませんでした。 You didn't know that song. 

3 彼らはその歌を知りませんでした。 They didn't know that song. 

4 私はあの少年を知っていましたか。 Did I know that boy? 

5 あなたはあの少年を知っていましたか。 Did you know that boy? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 12 Dictation  /5 
 1 It takes them one hour. 

2 It costs 300 yen. 

3 They walk to the supermarket. 

4 She bought some fish. 

5 I go swimming every Sunday. 
 

Unit 12 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He reads a comic book. 彼は漫画本を読みます。 

2 We read a comic book. 私たちは漫画本を読みます。 

3 I don't read fast. 私は読むのが速くありません。 

4 She doesn't read fast. 彼女は読むのが速くありません。 

5 Do I read fashion magazines? 私はファッション雑誌を読みますか。 

6 We read books. 私たちは読書をしました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は漫画本を読みます。 I read a comic book. 

2 彼女は漫画本を読みます。 She reads a comic book. 

3 あなたは読むのが速くありません。 You don't read fast. 

4 彼女は読むのが速くありません。 She doesn't read fast. 

5 私はファッション雑誌を読みますか。 Do I read fashion magazines? 

6 私は読書をしました。 I read books. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't read yesterday. 私は昨日は読みませんでした。 

2 You didn't read yesterday. あなたは昨日は読みませんでした。 

3 He didn't read yesterday. 彼は昨日は読みませんでした。 

4 Did we read the newspaper? 私たちは新聞を読みましたか。 

5 Did they read the newspaper? 彼らは新聞を読みましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは昨日は読みませんでした。 We didn't read yesterday. 

2 あなたたちは昨日は読みませんでした。 You didn't read yesterday. 

3 彼らは昨日は読みませんでした。 They didn't read yesterday. 

4 私は新聞を読みましたか。 Did I read the newspaper? 

5 あなたは新聞を読みましたか。 Did you read the newspaper? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 13 Dictation  /5 
 1 She loves reading. 

2 She always wants to eat ice cream. 

3 There are many clothes shops. 

4 He likes looking at the pets. 

5 They take the subway home. 
 

Unit 13 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I see a big ship. 私は大きな船を見ます。 

2 He sees a big ship. 彼は大きな船を見ます。 

3 You see a big ship. あなたたちは大きな船を見ます。 

4 You don't see very well. あなたはよく見えません。 

5 It doesn't see very well. それはよく見えません。 

6 They don't see very well. 彼らはよく見えません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたは大きな船を見ます。 You see a big ship. 

2 彼女は大きな船を見ます。 She sees a big ship. 

3 私たちは大きな船を見ます。 We see a big ship. 

4 私はよく見えません。 I don't see very well. 

5 彼女はよく見えません。 She doesn't see very well. 

6 彼らはよく見えません。 They don't see very well. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't see the soccer game on TV. 私はテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 

2 You didn't see the soccer game on TV. あなたはテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 

3 He didn't see the soccer game on TV. 彼はテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 

4 Did we see the basketball game? 私たちはバスケットボールの試合を観ましたか。 

5 Did they see the basketball game? 彼らはバスケットボールの試合を観ましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 We didn't see the soccer game on TV. 

2 あなたたちはテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 You didn't see the soccer game on TV. 

3 彼らはテレビでサッカーの試合を観ませんでした。 They didn't see the soccer game on TV. 

4 私はバスケットボールの試合を観ましたか。 Did I see the basketball game? 

5 あなたはバスケットボールの試合を観ましたか。 Did you see the basketball game? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 14 Dictation  /5 
 1 It is in southern Japan. 

2 It is next to the Pacific Ocean. 

3 The restaurant is small. 

4 They have lunch near the station. 

5 There are some hot springs. 
 

Unit 14 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I talk with my friend. 私は友達と話をします。 

2 She talks with my friend. 彼女は友達と話をします。 

3 They talk with my friend. 彼らは友達と話をします。 

4 She doesn't talk in class. 彼女は授業では話しません。 

5 Do I talk fast? 私は早く話しますか。 

6 You talked with the soccer coach. あなたはサッカーのコーチと話しました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は友達と話をします。 I talk with my friend. 

2 彼は友達と話をします。 He talks with my friend. 

3 あなたたちは友達と話をします。 You talk with my friend. 

4 それは授業では話しません。 It doesn't talk in class. 

5 私は早く話しますか。 Do I talk fast? 

6 彼女はサッカーのコーチと話しました。 She talked with the soccer coach. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't talk with him. 私は彼とは話しませんでした。 

2 You didn't talk with him. あなたは彼とは話しませんでした。 

3 He didn't talk with him. 彼は彼とは話しませんでした。 

4 Did we talk with her? 私たちは彼女と話しましたか。 

5 Did they talk with her? 彼らは彼女と話しましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは彼とは話しませんでした。 We didn't talk with him. 

2 あなたたちは彼とは話しませんでした。 You didn't talk with him. 

3 彼らは彼とは話しませんでした。 They didn't talk with him. 

4 私は彼女と話しましたか。 Did I talk with her? 

5 あなたは彼女と話しましたか。 Did you talk with her? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 15 Dictation  /5 
 1 Her father loves to go hiking. 

2 He grows apples. 

3 It is very close to his house. 

4 He goes fishing every weekend. 

5 I love to see the cherry blossoms. 
 

Unit 15 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It wants to go home. それは家に帰りたいです。 

2 I don't want to go to school. 私は学校に行きたくありません。 

3 They don't want to go to school. 彼らは学校に行きたくありません。 

4 Do we want a piece of cake? 私たちは一切れのケーキが欲しいですか。 

5 I wanted a baseball glove. 私は野球のグローブが欲しかったです。 

6 She wanted a baseball glove. 彼女は野球のグローブが欲しかったです。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は家に帰りたいです。 He wants to go home. 

2 私は学校に行きたくありません。 I don't want to go to school. 

3 私たちは学校に行きたくありません。 We don't want to go to school. 

4 それは一切れのケーキが欲しいですか。 Does it want a piece of cake? 

5 あなたは野球のグローブが欲しかったです。 You wanted a baseball glove. 

6 あなたたちは野球のグローブが欲しかったです。 You wanted a baseball glove. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't want to take the test. 私はテストを受けたくありませんでした。 

2 You didn't want to take the test. あなたはテストを受けたくありませんでした。 

3 He didn't want to take the test. 彼はテストを受けたくありませんでした。 

4 Did we want to go to Tokyo Disneyland? 私たちは東京ディズニーランドに行きたかったですか。 

5 Did they want to go to Tokyo Disneyland? 彼らは東京ディズニーランドに行きたかったですか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはテストを受けたくありませんでした。 We didn't want to take the test. 

2 あなたたちはテストを受けたくありませんでした。 You didn't want to take the test. 

3 彼らはテストを受けたくありませんでした。 They didn't want to take the test. 

4 私は東京ディズニーランドに行きたかったですか。 Did I want to go to Tokyo Disneyland? 

5 あなたは東京ディズニーランドに行きたかったですか。 Did you want to go to Tokyo Disneyland? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 16 Dictation  /5 
 1 He is very strong. 

2 It is very exciting. 

3 It takes thirty minutes. 

4 They like to walk on the beach. 

5 In summer it is very nice. 
 

Unit 16 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He enjoys summer. 彼は夏を楽しみます。 

2 We enjoy summer. 私たちは夏を楽しみます。 

3 I don't enjoy winter. 私は冬は楽しみません。 

4 She doesn't enjoy winter. 彼女は冬は楽しみません。 

5 Do I enjoy fishing? 私は釣りを楽しみますか。 

6 We enjoyed soccer practice.  私たちはサッカーの練習を楽しみました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は夏を楽しみます。 I enjoy summer. 

2 彼女は夏を楽しみます。 She enjoys summer. 

3 あなたは冬は楽しみません。 You don't enjoy winter. 

4 彼女は冬は楽しみません。 She doesn't enjoy winter. 

5 私は釣りを楽しみますか。 Do I enjoy fishing? 

6 私はサッカーの練習を楽しみました。 I enjoyed soccer practice.  
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't enjoy the cold morning. 私は寒い朝を楽しみませんでした。 

2 You didn't enjoy the cold morning. あなたは寒い朝を楽しみませんでした。 

3 He didn't enjoy the cold morning. 彼は寒い朝を楽しみませんでした。 

4 Did we enjoy the movie? 私たちはその映画を楽しみましたか。 

5 Did they enjoy the movie? 彼らはその映画を楽しみましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは寒い朝を楽しみませんでした。 We didn't enjoy the cold morning. 

2 あなたたちは寒い朝を楽しみませんでした。 You didn't enjoy the cold morning. 

3 彼らは寒い朝を楽しみませんでした。 They didn't enjoy the cold morning. 

4 私はその映画を楽しみましたか。 Did I enjoy the movie? 

5 あなたはその映画を楽しみましたか。 Did you enjoy the movie? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 17 Dictation  /5 
 1 The food is delicious. 

2 There is a lot of snow. 

3 It is very close to Tokyo. 

4 She likes going to see her grandparents. 

5 He has many cousins. 
 

Unit 17 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I sing a song. 私は歌を歌います。 

2 He sings a song. 彼は歌を歌います。 

3 You sing a song. あなたたちは歌を歌います。 

4 You don't sing well. あなたはうまく歌えません。 

5 It doesn't sing well. それはうまく歌えません。 

6 They don't sing well. 彼らはうまく歌えません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたは歌を歌います。 You sing a song. 

2 彼女は歌を歌います。 She sings a song. 

3 私たちは歌を歌います。 We sing a song. 

4 私はうまく歌えません。 I don't sing well. 

5 彼女はうまく歌えません。 She doesn't sing well. 

6 彼らはうまく歌えません。 They don't sing well. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't sing in the contest. 私はコンテストでは歌いませんでした。 

2 You didn't sing in the contest. あなたはコンテストでは歌いませんでした。 

3 He didn't sing in the contest. 彼はコンテストでは歌いませんでした。 

4 Did we sing the school song? 私たちは校歌を歌いましたか。 

5 Did they sing the school song? 彼らは校歌を歌いましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはコンテストでは歌いませんでした。 We didn't sing in the contest. 

2 あなたたちはコンテストでは歌いませんでした。 You didn't sing in the contest. 

3 彼らはコンテストでは歌いませんでした。 They didn't sing in the contest. 

4 私は校歌を歌いましたか。 Did I sing the school song? 

5 あなたは校歌を歌いましたか。 Did you sing the school song? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 18 Dictation  /5 
 1 She started three years ago. 

2 They take a bus there. 

3 Her dream is to go snowboarding. 

4 It finishes on December 31. 

5 This morning it was very cold. 
 

Unit 18 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I swim in the ocean. 私は海で泳ぎます。 

2 She swims in the ocean. 彼女は海で泳ぎます。 

3 They swim in the ocean. 彼らは海で泳ぎます。 

4 She doesn't swim well. 彼女はうまく泳げません。 

5 Do I swim in PE class? 私は体育の授業で泳ぎますか。 

6 You swam in the city pool. あなたは市営プールで泳ぎました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は海で泳ぎます。 I swim in the ocean. 

2 彼は海で泳ぎます。 He swims in the ocean. 

3 あなたたちは海で泳ぎます。 You swim in the ocean. 

4 それはうまく泳げません。 It doesn't swim well. 

5 私は体育の授業で泳ぎますか。 Do I swim in PE class? 

6 彼女は市営プールで泳ぎました。 She swam in the city pool. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't swim yesterday. 私は昨日は泳ぎませんでした。 

2 You didn't swim yesterday. あなたは昨日は泳ぎませんでした。 

3 He didn't swim yesterday. 彼は昨日は泳ぎませんでした。 

4 Did we swim at the beach? 私たちは海岸で泳ぎましたか。 

5 Did they swim at the beach? 彼らは海岸で泳ぎましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは昨日は泳ぎませんでした。 We didn't swim yesterday. 

2 あなたたちは昨日は泳ぎませんでした。 You didn't swim yesterday. 

3 彼らは昨日は泳ぎませんでした。 They didn't swim yesterday. 
4 私は海岸で泳ぎましたか。 Did I swim at the beach? 
5 あなたは海岸で泳ぎましたか。 Did you swim at the beach? 

 
  Total Score /27 



 

 

Unit 19 Dictation  /5 
 1 They watch TV together. 

2 It is in the kitchen. 

3 She does her homework. 

4 About 30 centimeters of snow fell. 

5 I woke up at six-thirty. 
 

Unit 19 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It walks to the park. それは公園に歩いて行きます。 

2 I don't walk to school. 私は学校には歩いて行きません。 

3 They don't walk to school. 彼らは学校には歩いて行きません。 

4 Do we walk home? 私たちは歩いて家に帰りますか。 

5 I walked to the stadium. 私はスタジアムに歩いて行きました。 

6 She walked to the stadium. 彼女はスタジアムに歩いて行きました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は公園に歩いて行きます。 He walks to the park. 

2 私は学校には歩いて行きません。 I don't walk to school. 

3 私たちは学校には歩いて行きません。 We don't walk to school. 

4 それは歩いて家に帰りますか。 Does it walk home? 

5 あなたはスタジアムに歩いて行きました。 You walked to the stadium. 

6 あなたたちはスタジアムに歩いて行きました。 You walked to the stadium. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't walk to the station. 私は駅には歩いて行きませんでした。 

2 You didn't walk to the station. あなたは駅には歩いて行きませんでした。 

3 He didn't walk to the station. 彼は駅には歩いて行きませんでした。 

4 Did we walk to the art museum? 私たちは美術館に歩いて行きましたか。 

5 Did they walk to the art museum? 彼らは美術館に歩いて行きましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは駅には歩いて行きませんでした。 We didn't walk to the station. 

2 あなたたちは駅には歩いて行きませんでした。 You didn't walk to the station. 

3 彼らは駅には歩いて行きませんでした。 They didn't walk to the station. 

4 私は美術館に歩いて行きましたか。 Did I walk to the art museum? 

5 あなたは美術館に歩いて行きましたか。 Did you walk to the art museum? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 20 Dictation  /5 
 1 It was very cold yesterday. 

2 She fell down three times. 

3 He likes action movies. 

4 She went to the cinema. 

5 I sit by the window. 
 

Unit 20 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He tries to speak English. 彼は英語を話そうとします。 

2 We try to speak English. 私たちは英語を話そうとします。 

3 I don't try very hard. 私はあまり挑戦しません。 

4 She doesn't try very hard. 彼女はあまり挑戦しません。 

5 Do I try Thai cooking? 私はタイ料理を試しますか。 

6 We tried to finish my homework. 私たちは宿題を終えようとしました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は英語を話そうとします。 I try to speak English. 

2 彼女は英語を話そうとします。 She tries to speak English. 

3 あなたはあまり挑戦しません。 You don't try very hard. 

4 彼女はあまり挑戦しません。 She doesn't try very hard. 

5 私はタイ料理を試しますか。 Do I try Thai cooking? 

6 私は宿題を終えようとしました。 I tried to finish my homework. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't try to escape. 私は逃げようとはしませんでした。 

2 You didn't try to escape. あなたは逃げようとはしませんでした。 

3 He didn't try to escape. 彼は逃げようとはしませんでした。 

4 Did we try to call her? 私たちは彼女に電話しようとしましたか。 

5 Did they try to call her? 彼らは彼女に電話しようとしましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは逃げようとはしませんでした。 We didn't try to escape. 

2 あなたたちは逃げようとはしませんでした。 You didn't try to escape. 

3 彼らは逃げようとはしませんでした。 They didn't try to escape. 

4 私は彼女に電話しようとしましたか。 Did I try to call her? 

5 あなたは彼女に電話しようとしましたか。 Did you try to call her? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 21 Dictation  /5 
 1 Japan is a very long country. 

2 Winter lasts a long time in Hokkaido. 

3 People in Tokyo are not used to snow. 

4 It is a special fruit from Kyushu. 

5 You can wear a t-shirt in Okinawa in the winter. 
 

Unit 21 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I wait for dinner to be served. 私は夕食が出されるのを待っています。 

2 He waits for dinner to be served. 彼は夕食が出されるのを待っています。 

3 You wait for dinner to be served. あなたたちは夕食が出されるのを待っています。 

4 You don't wait for Shun to come. あなたはシュンが来るのを待ちません。 

5 It doesn't wait for Shun to come. それはシュンが来るのを待ちません。 

6 They don't wait for Shun to come. 彼らはシュンが来るのを待ちません。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 あなたは夕食が出されるのを待っています。 You wait for dinner to be served. 

2 彼女は夕食が出されるのを待っています。 She waits for dinner to be served. 

3 私たちは夕食が出されるのを待っています。 We wait for dinner to be served. 

4 私はシュンが来るのを待ちません。 I don't wait for Shun to come. 

5 彼女はシュンが来るのを待ちません。 She doesn't wait for Shun to come. 

6 彼らはシュンが来るのを待ちません。 They don't wait for Shun to come. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't wait until the end. 私は最後まで待ちませんでした。 

2 You didn't wait until the end. あなたは最後まで待ちませんでした。 

3 He didn't wait until the end. 彼は最後まで待ちませんでした。 

4 Did we wait here? 私たちはここで待ちましたか。 

5 Did they wait here? 彼らはここで待ちましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは最後まで待ちませんでした。 We didn't wait until the end. 

2 あなたたちは最後まで待ちませんでした。 You didn't wait until the end. 

3 彼らは最後まで待ちませんでした。 They didn't wait until the end. 

4 私はここで待ちましたか。 Did I wait here? 

5 あなたはここで待ちましたか。 Did you wait here? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 22 Dictation  /5 
 1 They are studying about world history. 

2 She thinks China is interesting. 

3 He rides his bicycle every day. 

4 The mountain is tall and steep. 

5 He is learning to play the drums. 
 

Unit 22 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 I open the door. 私はドアを開けます。 

2 She opens the door. 彼女はドアを開けます。 

3 They open the door. 彼らはドアを開けます。 

4 She doesn't open her notebook. 彼女は自分のノートを開きません。 

5 Do I open the shoe locker? 私は靴のロッカーを開けますか。 

6 You opened the envelope. あなたは封筒を開けました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私はドアを開けます。 I open the door. 

2 彼はドアを開けます。 He opens the door. 

3 あなたたちはドアを開けます。 You open the door. 

4 それは自分のノートを開きません。 It doesn't open its notebook. 

5 私は靴のロッカーを開けますか。 Do I open the shoe locker? 

6 彼女は封筒を開けました。 She opened the envelope. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't open the jar. 私は瓶を開けませんでした。 

2 You didn't open the jar. あなたは瓶を開けませんでした。 

3 He didn't open the jar. 彼は瓶を開けませんでした。 

4 Did we open the package? 私たちは小包を開けましたか。 

5 Did they open the package? 彼らは小包を開けましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは瓶を開けませんでした。 We didn't open the jar. 

2 あなたたちは瓶を開けませんでした。 You didn't open the jar. 

3 彼らは瓶を開けませんでした。 They didn't open the jar. 

4 私は小包を開けましたか。 Did I open the package? 

5 あなたは小包を開けましたか。 Did you open the package? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 23 Dictation  /5 
 1 Some boys are running. 

2 The bus is late. 

3 He likes to talk to his friends. 

4 He cleans the room. 

5 I like my cram school. 
 

Unit 23 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 It runs fast. それは速く走ります。 

2 I don't run every day. 私は毎日は走りません。 

3 They don't run every day. 彼らは毎日は走りません。 

4 Do we run in a marathon? 私たちはマラソンで走りますか。 

5 I ran in the ekiden. 私は駅伝で走りました。 

6 She ran in the ekiden. 彼女は駅伝で走りました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 彼は速く走ります。 He runs fast. 

2 私は毎日は走りません。 I don't run every day. 

3 私たちは毎日は走りません。 We don't run every day. 

4 それはマラソンで走りますか。 Does it run in a marathon? 

5 あなたは駅伝で走りました。 You ran in the ekiden. 

6 あなたたちは駅伝で走りました。 You ran in the ekiden. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't run yesterday. 私は昨日は走りませんでした。 

2 You didn't run yesterday. あなたは昨日は走りませんでした。 

3 He didn't run yesterday. 彼は昨日は走りませんでした。 

4 Did we run this morning? 私たちは今朝走りましたか。 

5 Did they run this morning? 彼らは今朝走りましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちは昨日は走りませんでした。 We didn't run yesterday. 

2 あなたたちは昨日は走りませんでした。 You didn't run yesterday. 

3 彼らは昨日は走りませんでした。 They didn't run yesterday. 

4 私は今朝走りましたか。 Did I run this morning? 

5 あなたは今朝走りましたか。 Did you run this morning? 
 
  Total Score /27 



 

 

Unit 24 Dictation  /5 
 1 Her friend helped her study. 

2 His favorite subjects are math and English. 

3 It will take about one hour. 

4 They will pick apples. 

5 The students sang a song. 
 

Unit 24 Verb Quiz 
 

1 English to Japanese /6 
1 He travels every summer. 彼は毎夏旅行をします。 

2 We travel every summer. 私たちは毎夏旅行をします。 

3 I don't travel in winter. 私は冬に旅行しません。 

4 She doesn't travel in winter. 彼女は冬に旅行しません。 

5 Do I travel in spring? 私は春に旅行しますか。 

6 We traveled to England. 私たちはイギリスに旅行に行きました。 
 

2 Japanese to English  /6 
1 私は毎夏旅行をします。 I travel every summer. 

2 彼女は毎夏旅行をします。 She travels every summer. 

3 あなたは冬に旅行しません。 You don't travel in winter. 

4 彼女は冬に旅行しません。 She doesn't travel in winter. 

5 私は春に旅行しますか。 Do I travel in spring? 

6 私はイギリスに旅行に行きました。 I traveled to England. 
 

3 Advanced English to Japanese /5 
1 I didn't travel to America. 私はアメリカには旅行に行きませんでした。 

2 You didn't travel to America. あなたはアメリカには旅行に行きませんでした。 

3 He didn't travel to America. 彼はアメリカには旅行に行きませんでした。 

4 Did we travel in May? 私たちは 5 月に旅行しましたか。 

5 Did they travel in May? 彼らは 5 月に旅行しましたか。 
 

4 Advanced Japanese to English /5 
1 私たちはアメリカには旅行に行きませんでした。 We didn't travel to America. 

2 あなたたちはアメリカには旅行に行きませんでした。 You didn't travel to America. 

3 彼らはアメリカには旅行に行きませんでした。 They didn't travel to America. 

4 私は 5 月に旅行しましたか。 Did I travel in May? 

5 あなたは 5 月に旅行しましたか。 Did you travel in May? 

 
 Total Score /27 


