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  じょしの ふくしゅう クイズ （ＢＰ１-２５まで） 

（１） まちがいさがし  

1. あさってに おもしろいの えいがは みたいです。 

2. わたしの ともだちは SONYで つとめています。 

3. しぶやへ いって、 とうきゅうハンズに ともだちを あいました。 

4. しんじゅくに かいものを いきます。 

5. きのうは たくさん ビールを のみました。 なまビールを ５はいを のみました。 

6. らいしゅうに MLCに ちいさいの パーティーが あります。 

7. わたしは ひろおで すんでいます。 

8. １８さいですから、コーラをは のみますが、 ビールをは のみません。 

9. Q： どうして きのうは うちに べんきょうしませんでしたか。 

A： きのうは ともだちは うちに きましたから。 

10. らいげつに ハワイで ゴルフに いきます。 

11. なつやすみで ともだちと バスで にっこうへ いきます。 

12. しぶやに やまのてせんが おりて、 タクシーに のりました。 

13. まいあさに でんしゃに えいごの しんぶんを よんでいます。 

14. ６じに うちに でて、 ８じに なりたを ついて、 ９じに ひこうきを のりました。 

15. わたしの かいしゃの ひるやすみは １じかんが あります。 

16. この りんごは ぜんぶは いくらですか。  

17. かのじょは にほんごを はなしますが、 かれは にほんごを できません。 

18. Q： きのうの じゅぎょうは だれは きましたか。 

A： ロバートさんと ジョンさんは きました。 

19. Q： どうして でんわしませんでしたか。 

A： じかんは ありませんでしたから。 

20. けさは ８じから かいしゃに かいぎは ありましたから、 レッスンの まえで  かいしゃに 

いって、 それから MLCに きました。 

21. Q： しゅくだいを しましたか。 

A： はい、 しました。 でも、 うちで わすれました。 

22. わたしは にほんごを べんきょうを しています。 

23. CDを ３まいを かいました。 
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（２） じょしを いれて ください。 

1. １５にち（   ） デパート（   ） バーゲンセール（   ） あります。 

2. めぐろ（   ） えきまえ（   ） マクドナルド（   ） あります。 

3. つぎ（   ） かど（   ） みぎ（   ） まがってください。 

4. ふたつ（   ）（   ） しんごう（   ） ひだり（   ） まがってください。 

5. コーヒー（   ） こうちゃ、 いかがですか。 

6. ひきだしに スプーン（   ） フォークなどが あります。 

7. さとう： わたし（   ） フランスご（   ） スペインご（   ） できます。 

たなか： すごいですね。 わたしは スペインご（   ） できますが、 フランスご（   ） できません。 

8. しょうかいします。 こちら（   ） わたし（   ） ともだち（   ） ジミーさんです。  

ジミーさん（   ） おおさか（   ） にほんじん（   ） えいご（   ） おしえています。 

9. らいしゅうは レッスンに きません。 ちちと はは（   ） にほんに きますから。 

10. グアム（   ）（   ） いきますが、 サイパン（   ）（   ） いきません。 

11. Q： いつ FAX（   ） おくりましょうか。 

A： いつ（   ）（   ） いいですよ。 

12. Q： どこ（   ） レッスン（   ） したいですか。 

A： どこ（   ）（   ） いいです。 

13. げつようび（   ） かいしゃ（   ） テキスト（   ） わすれました。 

14. かれ（   ）（   ） あいましたが、 かのじょ（   ）（   ） あいませんでした。 

15. あのレストランは にくりょうり（   ） おいしいですが、 さかなりょうり（   ） まあまあです。 

16. わたし（   ） め（   ） よくないです。 

17. このコンピューター（   ） スピード（   ） はやいです。 

18. Q： この PC（   ） ＴＯＳＨＩＢＡ（   ） ＰＣです（   ）。 

A： いいえ、 ＤＥＬＬ（   ） ＰＣですよ。 

19. ちち（   ） ニューヨーク（   ） すんでいます（   ）、 はは（   ） シカゴ（   ） すんで

います。 

20. ろっぽんぎ（     ） いい バー（   ） たくさんあります。 

21. Q： ごみばこ（   ） どこですか。  

A： そこ（   ） あります。 

22. すみません。 しゅくだい（   ） しませんでした。 いそがしかったです（      ）。 

23. らいしゅう（   ） きんようび（      ） １ねん オーストラリア（   ） いって えいご

（   ） べんきょう（   ） します。  


