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Eiken 4th Grade
英検 4級英検 4級

Eiken 4th Grade

Let`s fill in the gaps with the right noun.

①～⑩の動きの英語にＡ～Ｊから正しい単語を選んで、正しい文章を作ってみよう！

1
　うご　　　えいご　　　　　　　　　　ただ　　　　たんご　えら　　　　ただ　　　ぶんしょう　つく

① finish (                )
② carry (                ) 
③ read (                ) 
④ become (                ) 
⑤ arrive at (                ) 
⑥ ride (                ) 
⑦ know (                ) 
⑧ stay (                ) 
⑨ write (                ) 
⑩ eat (                )

A: the station
B: my homework
C: my bag
D: a letter
E: a famous singer
F: breakfast
G: books
H: her 
 I: bicycle
J: at the hotel

finish my homework　(宿題を終える）　carry my bag　（カバンを運ぶ）  

read books　（本を読む）    become a famous singer （有名な歌手になる）

arrive at the station　（駅に到着する） 　ride bicycle（自転車に乗る）  

know her（彼女の事を知ってる）  stay at the hotel （ホテルに泊まる）　

write  a letter（手紙を書く）  eat breakfast　（朝ごはんを食べる）  

しゅくだい　おはこ

ほん　　よゆうめい　かしゅ

えき　　とうちゃくじてんしゃ　　の

かのじょ　こと　　しと

てがみ　　 かあさ　　　　　　　　た

↓↓↓Answers こたえあわせをしてみよう！↓↓↓

Lesson5 出る！動きの英語②
で　　　　  うご　　　　えいご

Common verbs that you see in Grade 4 test.

宿題を終える

かばんを運ぶ

本を読む

有名な歌手になる

駅に到着する

自転車にのる

彼女の事を知っている

ホテルに泊まる

手紙を書く

朝ごはんを食べる

しゅくだい　　お

はこ

ほん　　　よ

ゆうめい　　　かしゅ

えき　　とうちゃく

じてんしゃ

かのじょ　　こと　　　　し

と

てがみ　　　　か

あさ　　　　　　　　　　 た
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Eiken 4th Grade

Let`s fill in the gaps with the right verb.

　　　にＡ～Ｄから正しい動きの英語を選んで文章を完成させよう！

2
　ただ　　　うご　　　えいご　　えら　 ぶんしょう　かんせい

でる！

①go for a walk

②help me with my homework

③invite you to the party

④have a good idea

⑤go on a trip

⑥come back from Canada

⑦go shopping

⑧take off your shoes

⑨say hello to your mother

⑩talk about Japanese history

大切な表現 ↓↓覚えよう！
おぼ

①Nancy                      at the station at ten.

②What time did she                      up this morning?

③May I                  to Mr. Thompson, please?

④My mother and father usually                for a walk on Sundays.

⑤Can you                  me with my homework?

A: left   B: taught   C: arrived   D: thought

A: eat   B: get  C: go  D: have

A: speak   B: think   C: keep   D: give

A: take   B: leave   C: go   D: look

A: think   B: give   C: help   D: have

Lesson5 出る！動きの英語②
で　　　　  うご　　　　えいご

Common verbs that you see in Grade 4 test.


