
はじめに 

 

 近年，インターネットの世界は日に日に拡大を続け，その抱える情報量は非常に膨

大なものとなっています。また，パソコンは言うに及ばず，スマホ・タブレットの急

激な発達により，人々がインターネットにアクセスする機会はますます増えてきまし

た。そのような背景のもと，中学生の学習の中でインターネットを利用するという行

為も特別なことではなくなってきました。しかしながら，インターネットには,膨大な

情報が存在し，中学生がそれを見極めて，日々の学習に必要な情報を選び出すのは非

常に困難な作業だと思われます。 

弊社は，そのような現状においてもやはりインターネットの有用性を確信し，意欲

のある中学生が安心して学習できる場として，学習動画サイトのイークルースを立ち

上げました。イークルースの学習動画は，中学校で学習する内容の要点をまとめ，パ

ソコン・タブレット・スマホからいつでも学習できるように構成されています。内容

については,文部科学省の学習指導要領に準拠したものとなっており，解説は経験豊富

な現役の塾講師によって監修されています。毎日の予習・復習はもちろん，定期テス

トへの対策としても十分ご利用いただけると確信しております。 

本書は，イークルースでの学習内容を 1 冊にまとめ，書き込んで使用できるように

した学習ノートです。学習においては，知識を自分のものとして吸収するインプット

と，自分の持っている知識を解答として出すアウトプットの２つが共に重要となりま

す。イークルースの学習動画においてしっかりインプットした知識を，アウトプット

として試す場がこの学習ノートになります。したがって，イークルースの学習動画と

本書があれば，学習塾などに通うことなく自立して学習することができるようになっ

ています。 

本書を利用することで，多くの中学生のみなさんが自立して学習できるようになり，

みなさんの目標が達成されることを，スタッフ一同，心から願っています。 

 

株式会社 Prisola インターナショナル 

スカイホープ個別指導学院 
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イークルースと本書を使った自立的学習法 

 

１．まずは，イークルース（http://e-clus.com）でユーザー登録（無料）を！ 

 

 ユーザー登録を行うと，すでに見た動画の履歴が管理できるようになります。イー

クルースを有効に活用するためには，まず，ユーザー登録（無料）を行ってください。 

 

２．本書にどんどん書き込んで勉強しよう！ 

 各講座は，①学習内容の解説，②基本問題，③応用問題から構成されています。 

 イークルースのサイト（http://e-clus.com）から学習する項目を選び，学習内容の

解説をしっかりと見て，確認してください。学習内容の解説を聞き流すだけではなく，

本書にマーカーで線を引いたり，気づいたことなどを書き込んだりするとさらに学習

効果が上がります。 

 

 

 

 

 

 

まずは,ここからユーザー登録を｡ 

 本書は,この PDF を 
一冊にまとめた本で
す
学習内容の解説と, 
基本問題･応用問題が 
まとめられています。 
本書の解答はサイトで 
確認できます。 
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３．基本問題を解こう 

 学習内容の解説の後には，基本問題があります。ここで動画をいったんストップし，

必ず学習ノートに書き込んで確認してください。問題ができたら動画を再生し，すぐ

に解答をチェックしましょう。まちがえた問題はもう一度学習内容の解説を視聴する

などして，必ず理解しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

４．応用問題を解こう 

 基本問題が確認できたら，次は応用問題に挑戦してみましょう。応用問題は定期テ

ストなどによく出される形式ですので，しっかりと練習することで定期テストでの得

点アップにつながります。応用問題の解答は有料となっていますので，わからない問

題や気になる問題があれば，応用問題の解答でチェックしておきましょう。 

 応用問題の購入については，保護者の方と相談して，イークルースのサイト

（http://e-clus.com）でご確認ください。 

 

 応用問題の解答も
書きましょう。 
 
応用問題の解答は, 
サイトから確認で
きます。 

 動画をストップして,
問題を解きましょう。 
 
基本問題の解答は, 
動画を再生すると, 
すぐに確認できます。 
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１）I am ～.の文、I am の短縮形 I’m

ポイントと例文

名前の書き方について

英文の書き方

I am Tanaka Risa.

私は、田中りさです。

私は～です。 I am ～．

名前＋名字（姓）の順で表す（英語式）

名字（姓）＋名前の順で表す

Risa Tanaka

Tanaka Risa

どちらで表してもよいが、
英語圏では、英語式の方がよい。

① 文の始めは大文字にする。

② 私は（が）、を表す Ｉ はいつも大文字にする。

③ 単語と単語の間は一文字分のスペースを入れる。

④ 人の名前の始めの文字は大文字で表す。

⑤ 文の終わりにはピリオド（．）をつける。

いくつかの例文を見ていたら
すぐに慣れることばかりです。

文の途中で出て
くる I も大文字に。

例：I am Tanaka Risa.

自己紹介ができるように。

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

I am の短縮形 I'm

自分の名前を書けるようになろう。

自分の名前を書けるようになろう。

Lesson1 be動詞の現在形 （１）I am ～.の文、I am の短縮形 I’m

I  am  John. I'm  John.

① I'm は Ｉ am を一語で表した形で、

このように短くした形を短縮形という。

② I'm の（’）はアポストロフィーとよび、

文字を省略するときなどに使う。

あ A い I う U え E お O

か KA き KI く KU け KE こ KO

さ SA し SHI す SU せ SE そ SO

た TA ち CHI つ TSU て TE と TO

な NA に NI ぬ NU ね NE の NO

は HA ひ HI ふ FU へ HE ほ HO

ま MA み MI む MU め ME も MO

や YA ゆ YU よ YO

ら RA り RI る RU れ RE ろ RO

わ WA を O

が GA ぎ GI ぐ GU げ GE ご GO

ざ ZA じ JI ず ZU ぜ ZE ぞ ZO

だ DA ぢ JI づ ZU で DE ど DO

ば BA び BI ぶ BU べ BE ぼ BO

ぱ PA ぴ PI ぷ PU ぺ PE ぽ PO

ヘボン式のローマ字の綴り方の注意
① 「ん」は「N」で表記 → (例) ほんだ Honda

（注意） B・M・Pの前では、「ん」は「M」で表記

なんば Namba／ほんま Homma／まんぽ Mampo

② 「っ」は子音を重ねる

→ (例) べっぷ Beppu
③ 長音：「O」や「U」は記入しない

→ (例) おおの Ono／さいとう Saito

×おおの Oono／さいとう Saitou

×なんば Nanba／ほんま Honma／まんぽ Manpo

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１）I am ～.の文、I am の短縮形 I’m

基本問題

応用問題

② 私は、工藤こういちです。

空所を埋めなさい。

① 私は、田中りさです。

③ 自分の名前をアルファベットで書きなさい。

Tanaka Risa.

次の日本語を英文に直しなさい。

１．短縮形を使わずに英文にしなさい。

① 私は、吉田 さきです。 (英語式に（名＋姓）の語順で)

② 私は、先生です。（a teacher）

③ 私は、元気です。（fine）

④ 私は、アレックス ブラウンです。（Alex Brown)

２．短縮形を使って英文にしなさい。

① 私は、山下 ゆういちです。 (英語式に（名＋姓）の語順で)

② 私は、 アンです。（Ａｎｎｅ）

③ 私は、アメリカ出身です。（from America)

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１）I am ～.の文、I am の短縮形 I’m

単語とフレーズ

Memo 

I 私は

am ～です。

teacher 先生

fine 元気な

I'm fine.（I am fine.） 私は、元気です。

from America アメリカ出身

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （２）You are～.の文、We are～.の文

ポイントと例文 １

You are Tanaka Risa.

あなたは、田中りさです。

あなたは～です。 You are～．

① 「あなたは～です。」といってみよう。

You are～.  単数と複数

You are a teacher.

あなたは～です。You are～．

あなたは先生です。

あなたたちは～です。

単数 複数

You are teachers.

あなたたちは先生です。

You are の 短縮形 You're

You are a teacher.

You are teachers.

① You're は You areを一語で表した形で、このよ
うに短くした形を短縮形という。

② You're の（’）はアポストロフィーとよび、文字を省
略するときなどに使う。

You're a teacher.

You're teachers.

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （２）You are～.の文、We are～.の文

ポイントと例文 ２

We are students.

私たちは、生徒です。

わたしたちは～です。
We are～．

②「わたしたちは～です」といってみよう。

We're ～．

基本問題

Tanaka Risa.

② あなたはアメリカ出身です。 （正しいものに○をつけよう）

（ You're ，We're ) from  America.

① あなたは田中りさです。

③ 私たちはうれしいです。 （正しいものに○をつけよう）

We ( am  ， is  ， are )  happy. ※ happy  = うれしい

応用問題
カッコ内の指示にしたがって英文にしてみよう。

① 私たちはカナダの出身です。(Canada)（短縮形で）

② あなたたちは生徒です。（students）

③ あなたは親切です。（ｋｉｎｄ）

次の英文を完成させよう。

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

you あなた、あなたたち（は）

we 私たちは

are ～です。

teacher 先生

student 生徒

happy うれしい

kind 親切な

tired 疲れた

from Canada カナダ出身

応用問題

Lesson1 be動詞の現在形 （２）You are～.の文、We are～.の文

単語とフレーズ

Memo

カッコ内の指示にしたがって英文にしてみよう。

④ 私たちは先生です。（teachers）

⑤ あなたは疲れています。（ｔｉｒｅｄ）（短縮形で）

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （３）She [He] is～.の文

ポイントと例文 １

She is my mother.

彼女は私の母です。

彼女は～です。 She  is ～．

「彼女は～です。」といってみよう。

ポイントと例文 ２

He is John Smith.

彼はジョン・スミスです。

彼は～です。 He  is ～．

「彼は～です。」といってみよう。

ポイントと例文の確認

She is a student.

She is ～. 彼女は～です。
She is my mother.

She is from America.

She is 5 years old.

She is happy.

(彼女は生徒です。）

(彼女はアメリカ出身です。）

(彼女はうれしいです。）

(彼女は５才です。）

(彼女は私の母です。）

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （３）She [He] is～.の文

ポイントと例文の確認

He is a boy.

He is ～. 彼は～です。
He is John Smith.

He is from England.

He is 7 years old.

He is my son.

(彼は男の子です。）

(彼はイギリス出身です。）

(彼は私の息子です。）

(彼は７才です。）

(彼はジョン・スミスです。）

be動詞（現在形）のまとめ

例： ～は学生です。

I am a student.

You are a student.

He is a student.
She is a student.

１人称

２人称

３人称

私

あなた

彼/彼女

We are students.

You are students.

(後日学習します）

複数

複数

複数

基本問題

is my friend.

② 彼女は女の子です。（girl：女の子）

( He ，She )  is  a  girl.

③ 彼は おなかがすいています。
(hungry：おなかがすいている)  

( He ，She )  is  hungry.

指示にしたがって英文を作ってみよう。

① 彼はわたしの友達です。

カッコ内の正しいものに○をしよう。

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （３）She [He] is～.の文

応用問題

単語とフレーズ

she 彼女は

he 彼は

mother 母

son 息子

boy 男の子

girl 女の子

my 私の

hungry おなかがすいた

from England イギリス出身

12 years old １２才

カッコ内の指示にしたがって英文にしてみよう。

① 彼はイギリスの出身です。(England)

② 彼は男の子です。

③ 彼女は親切です。（ｋｉｎｄ）

④ 彼女は、私の友達です。（my friend）(短縮形で）

⑤ 彼女は、１２才です。(12 years old)

⑥ 彼は、おなかがすいています。（hungry）（短縮形で）

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （４）be動詞+形容詞の文

ポイントと例文

be動詞＋形容詞

be動詞＋形容詞

I am sleepy.
私はねむいです。

形容詞： ものの様子や性質をあらわす語

Point! 
・ 形容詞をつかって表現してみよう。

私はねむいです。I sleepy.am

thirsty.

fine.

私はのどがかわいています。

私は元気です。

形容詞be動詞

あなたは疲れています。You tired.are

famous.

tall.

彼女は有名です。

これは古い。

She is

isHe 

This is old.

彼は背が高い。

形容詞be動詞

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （４）be動詞+形容詞の文

基本問題

応用問題

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ってみよう。

１．彼は元気です。 ( is , He , fine ).

２．彼女は美しい。 ( is , She , beautiful ).

３．あなたは有名です。 ( You , famous , are ).

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

１．わたしたちはお金持ちです。 ( We , are , rich ).

２．これは古いカメラです。 This is ( camera , old , an ).

３．このカメラは古い。 This camera ( old , is ).

４．彼はとても有名です。 ( famous , is , He , very ).

５．この絵はとても有名です。 (This , very , picture , is , famous ).

６．これはとても有名な絵です

.

.

.

.

This is .

This camera .

.

.

( picture , famous , is , This , very , a ).

.

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （４）be動詞+形容詞の文

単語とフレーズ

Memo

famous 有名な

old 古い

beautiful 美しい

rich お金持ちの

camera カメラ

very とても

this [形]この

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （５）This [That] is～.の文

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

ポイントと例文の確認

This  is a chair.

これはいすです。

これは～です。

This  is ～．

「これは～です。」と言えるようになる。

（近くのものを指す）

「あれは～です。」と言えるようになる。

That  is a chair.

あれはいすです。

あれは～です。

That  is ～．

（遠くのものを指す）

That is a dog.

That is a birthday cake.
(あれは誕生日ケーキです。）

This is a dog.

(あれは犬です。）

This is a birthday cake.
(これは誕生日ケーキです。）

(これは犬です。）

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （５）This [That] is～.の文

a と an

基本問題

応用問題

This is an owl.

aは「ひとつの」「ひとりの」という意味。

That is a bear.

次につづく単語が母音（a, i, u, e, o)で始まる
ときanになる。

(あれはくまです。）

(これはふくろうです。）

is a picture.

あれはくまです。

(This ， That )  is  a  bear.

( This ， That  )  is ( a ， an ) apple.

１．指示にしたがって英文を作ってみよう。

これは絵です。(picture 絵) 

２．カッコ内のただしいものに○をしよう。

３．右の絵をみてこたえましょう。

ヒント：遠くにあるよ。

カッコ内の指示にしたがって英文にしてみよう。

① これは誕生日ケーキです。(a birthday cake)

② あれはふくろうです。（owl：ふくろう)

③ こちらはサリーさんです。（Sally）

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （５）This [That] is～.の文

応用問題

単語とフレーズ

this これは

that あれは

chair いす

birthday  cake 誕生日ケーキ

dog 犬

bear くま

owl ふくろう

picture 絵

apple りんご

a nice place すてきなところ

album アルバム

book 本

カッコ内の指示にしたがって英文にしてみよう。

④ ここはすてきなところだ。（a nice place：すてきなところ)

⑤ あれはアルバムです。（短縮形で）（album：アルバム)

⑥ あれは本です。 （短縮形で） （a book：本）

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （６）I am not～.You are not～. We are not～.の文

ポイントと例文

be動詞の否定文

be動詞の否定文

I am not sleepy.
私はねむくありません。

Point! 
• 「～ではありません。」と否定文の形を勉強しよう。

例） 私はねむくありません。

私はねむいです。

I sleepy.

⇒ I am sleepy.

am

⇒ I am not sleepy.

not

私はねむくありません。

I sleepy.notam

「am 」のあとに「not」をいれよう！

例） 私はねむくありません。

「am 」のあとに「not」をいれよう！

私はねむいです。

I sleepy.

⇒ I am sleepy.

notam

I am not sleepy.

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （６）I am not～.You are not～. We are not～.の文

主語が変わった場合

主語が変わった場合（短縮形）

基本問題

例： ～はねむくありません。

I am not sleepy .

You are not sleepy.

We are not sleepy.

You are not sleepy.

私

あなた

私たち

あなたたち

複数

例： ～はねむくありません。

I'm not sleepy .

You aren't sleepy.

We aren't sleepy.

You aren't sleepy.

私

あなた

私たち

あなたたち

複数

何度も書いて覚えよう！

I am not  → I'm not
are not   → aren't

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

１．私は疲れていません。 ( am , I , tired , not ).

２．私たちはシドニー出身ではありません。

( not , are , We , from , Sydney ).

３．あなたはジャックではありません。 ( are , Jack , not , You ).

.

.

.

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （６）I am not～.You are not～. We are not～.の文

応用問題

単語とフレーズ

sleepy ねむい

from Sydney シドニー出身

a college student 大学生（単数形）

college 大学

student 生徒

doctor 医者

busy いそがしい

sick 病気の

tired 疲れた

英文を完成させよう。

１．わたしたちは大学生ではありません。（短縮形をつかって）

２．わたしは医者ではありません。 （短縮形をつかって）

３．あなたは忙しくない。

college students.

busy.

a doctor.

５．あなたは病気ではありませんよ。 （sick：病気）（短縮形をつかって）

４． 私は田中りさではありません。 （短縮形をつかわないで /  つかって）

.

.

.

Lesson1　be動詞の現在形

24



Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （７） She [He] is not ～.の文

ポイントと例文

be動詞の否定文

be動詞の否定文

He is not sleepy.

彼はねむくありません。

Point! 
• ３人称単数が主語に来た場合の否定文の形を勉強しよう。

例） 彼はねむくありません。

「is 」のあとに「not」とおぼえておこう！

彼はねむいです。

He sleepy.

⇒ He is sleepy.

not

is

彼はねむくありません。 ⇒ He is not sleepy.

例） 彼はねむくありません。

彼はねむいです。

He sleepy.

⇒ He is sleepy.

notis

He is not sleepy.

「is 」のあとに「not」とおぼえておこう！

イークルース　中学英文法Ⅰ

25



Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （７） She [He] is not ～.の文

主語が変わった場合

基本問題

例： ～はねむくありません。

I'm not sleepy.

You aren't sleepy.

We aren't sleepy.

You aren't sleepy.

私

あなた

私たち

あなたたち

複数

彼/彼女 彼ら
She isn't sleepy.
He isn't sleepy.

（後日勉強します）

is not の短縮形 isn't を覚えよう！

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

１． 彼は元気ではありません。 ( is , He , fine , not ) .

２．彼女は中国出身ではありません。 ( not , is , She , from , China ).

３．彼女はじょうずではありません。 ( She , good , isn't  ).

.

.

.

主語が変わった場合（短縮形）

例： ～はねむくありません。

I am not sleepy.

You are not sleepy.

We are not sleepy.

You are not sleepy.

私

あなた

私たち

あなたたち

複数

彼/彼女 彼ら
He is not sleepy.

She is not sleepy.
（後日勉強します）

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （７） She [He] is not ～.の文

応用問題

単語とフレーズ

fine 元気な

from China 中国出身

good じょうずな, よい

short 背が低い

tall 背が高い

interesting おもしろい

book 本

sister 妹

１．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

a) 彼は背が低くありません。 ( He , short , is , not ).

b) ナンシーは背が高くありません。 ( not , Nancy , tall , is ).

２．問１のa, b の答えの英文を短縮形を使って書きなおしてみよう。

a) 

b)

.

.

３．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

b) アヤコさんは、私の妹ではありません。

( my ,  Ayako , not , is , sister ).

４．問３のa, b の答えの英文を短縮形を使って書きなおしてみよう。

a) 

b)

a) ある本はおもしろくありません。

( not , A , book , interesting , is ).

.

.
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （８）This [That] is not～.の文

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

This(That) is～.の否定文

This  is not a chair.

これはいすではありません。

これは～ではありません。

This  is not ～．

「これは～ではありません。」といえるようにしよう。

（近くのものを指す）

That  is not a chair.

あれはいすではありません。

あれは～ではありません。

That  is not ～．

「あれは～ではありません。」といえるようにしよう。

（遠くのものを指す）

例） これはいすではありません。

「be動詞の後にnot」と覚えよう！

これはいすです。

This chair.a

⇒This is a chair.

notis

This is not a chair.

This isn't a  chair.短縮形

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （８）This [That] is not～.の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

１．これはねこではありません。 ( is , This , cat ,  not ,  a ).

２．あれは机ではありません。 ( not , a , desk , is , That ).

３．これは新しい鉛筆ではありません。 ( new , This , pencil , isn't , a ).

１．カッコの中の単語をつかって英文を作ろう。 (短縮形を使わずに）

a) これは英語の単語ではありません。（an English word)

b) あれはフクロウではありません。 （an owl)

２．問１のa, b の答えの英文を短縮形を使って書きなおしてみよう。

a) 

b) 

cat ねこ

desk 机

pencil 鉛筆

an English word 英語の単語

owl フクロウ

.

.

.
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （９）Are  you ～?の文

ポイントと例文

be動詞を使った疑問文

基本問題

Are you hungry?
あなたはおなかがすいていますか。

Point! 
• Are you ～? 「あなたは～ですか。」

と聞く疑問文を学習しよう。

Are

例） あなたはおなかがすいていますか。

文のはじめに「be動詞」とおぼえよう。

あなたはおなかがすいている。

You

あなたはおなかがすいていますか。

are hungry.

?you hungry

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．あなたはアヤカさんですか。 ( are ,  Ayaka , you ) ?

２．あなたは生徒ですか。 ( you , are , student , a ) ?

３．あなたはねむいですか。 ( sleepy , are , you ) ?

?

?

?

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （９）Are  you ～?の文

応用問題

単語とフレーズ

hungry おなかがすいている

student 生徒

London ロンドン

friend 友達

busy 忙しい

now 今

１．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

a) あなたはロンドン出身ですか。 ( are , London , from , you )?

２．問１のa, b の英文を「～です。」のかたちに書きなおしてみよう。

a) 

b) あなたは私の友達ですか。 ( you , are , friend , my )?

（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

b) 

３．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

a) あなたは今いそがしいですか。 ( busy , now , are , you )?

４．問３のa, b の英文を「～です。」のかたちに書きなおしてみよう。

b) あなたは13才ですか。 (13 years , you , are , old )?

（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください）

a) 

b) 

?

?

?

?
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１０） Are you～?の文への答え方

ポイントと例文

Are you～ ? への答え方

基本問題

Point! 
• Are you ～? と聞かれたときの、

はい、いいえの答え方を学習しよう。

Yes, I am. はい、そうです。

No, I am not. いいえ、ちがいます。

あなたはいそがしいですか。

Are you busy?    

はい、そうです。 私はいそがしいです。

Yes, 

私はいそがしくありません。いいえ、ちがいます。

I'm busy.

「はい」と「いいえ」どちらでも答えられるようにして
おこう！

I am. 

No, I am not. I am not  busy.
No, I'm not. I'm not  busy.

下の会話を英文にしてみよう。

１．A: あなたはユウスケ君ですか。

B: はい、そうです。

A: Are you Yusuke?

２. A: あなたは北海道出身ですか。

B: いいえ、 ちがいます。

A: Are you from Hokkaido?

.B: ,

.B: ,

Are you busy?

あなたはいそがしいですか。

Lesson1　be動詞の現在形

32



Memo

応用問題

単語とフレーズ

Ｍｅｍｏ

Lesson1 be動詞の現在形 （１０） Are you～?の文への答え方

次の会話を完成させよう。

（問１）
Ａ：あなたは犬にやさしいですか。
Ｂ：はい, そうです。私は犬にやさしいです。

（問２）

Ａ：あなたはこのニュースに興味がありますか。
Ｂ：いいえ，ちがいます。私はこのニュースに興味がありません。

B: , to dog.

A: Are you kind to dog?

A: Are you interested in this news?

in this news.

.

B: , .

Hokkaido 北海道

be interested in ～ ～に興味がある

be kind to ～
～に親切である（にする）

～にやさしい（やさしくする）

news ニュース

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１１） Is she [he] ～?の文とその答え方

ポイントと例文

be動詞を使った疑問文

Is she [he]～ ? への答え方

Is she Ms. Brown?

彼女はブラウンさんですか。

Point! 
• Is she [he]～? の疑問文と、

「はい、いいえ」の答え方を学習しよう。

Yes, she is. はい、そうです。

No, she isn't. いいえ、ちがいます。

Is

例）彼女はブラウンさんですか。

（彼女はブラウンさんです。）

She

(彼女はブラウンさんですか。）

is Ms. Brown.

?she Ms. Brown

彼女はブラウンさんですか。

Is she Ms. Brown?

はい、そうです。 彼女はブラウンさんです。

Yes, she is. 

いいえ、ちがいます。彼女はブラウンさんではありません。

She is Ms. Brown.

No, she isn't. She isn't Ms. Brown.

No, she is not. She is not Ms. Brown.

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１１） Is she [he] ～?の文とその答え方

基本問題

応用問題

１．Ａ：彼女は１１才ですか。

Ｂ：はい、そうです。

A: Is she 11 years old?

２．Ａ：彼は北海道出身ですか。

Ｂ：いいえ、 ちがいます。

.B:

A: Is he from Hokkaido? 

,

.B: ,

次の会話を完成させよう。

（問１）

Ａ：彼は、あなたの弟ですか。

Ｂ：はい。そうです。彼は私の弟です。

A: Is he your brother?

B:（ ），（ ）（ ）．（ ）（ ）
（ ）．

（問２）

Ａ：彼女はここにいますか。

Ｂ：はい、そうです。 彼女はここにいます。

A: Is she here?

B：（ ），（ ）（ ）．（ ）（ ）my
（ ）．

（問３）

Ａ：彼は、コックさんですか。

Ｂ：いいえ。彼はコックさんではありません。

A: Is he a cook?

B:（ ），（ ）（ ）．（ ）（ ） free.

（問４）

Ａ：彼女は今いそがしいですか。

Ｂ：いいえ、ちがいます。 彼女はひまです。

A: Is she busy now?

B:（ ），（ ）（ ）（ ）．
（ ）（ ）（ ）（ ）.

下の会話を英文にしてみよう。

イークルース　中学英文法Ⅰ
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Memo

Ms. ～ ～さん（女性の敬称）

my brother わたしの弟(兄）

your brother あなたの弟（兄）

is いる

here ここに

cook コック、料理人

free ひまである

Lesson1 be動詞の現在形 （１１） Is she [he] ～?の文とその答え方

単語とフレーズ

Ｍｅｍｏ

Lesson1　be動詞の現在形
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１２） Is this [that] ～?の文

ポイントと例文

Is this ～?の疑問文の作り方

Is that ～?の疑問文の作り方

Is this a chair?

これはいすですか。

Point! 
• Is this [that] ～?の疑問文を学習しよう。

Is

例） これはいすですか。

（これはいすです。）This 

(これはいすですか。)

is chair

?

.

this chaira

a

疑問文は、文のはじめに「be動詞」とおぼえよう。

Is

例） あれはくまですか。

（あれはくまです。）That

（あれはくまですか。）

is bear

?

.

that beara

a

疑問文は、文のはじめに「be動詞」とおぼえよう。
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１２） Is this [that] ～?の文

基本問題

応用問題

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．これは絵ですか。 ( a , is , this , picture ) ?

２．あれはフクロウですか。 ( that , is , owl , an ) ?

３．あれは学校ですか。 ( school , is , a , that ) ?

１．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

a) これはあなたのベッドですか。

b) あれはあなたのお気に入りのぼうしですか。

２．問１のa, b の英文を「～です。」のかたちに書きなおしてみよう。

a) 

b)

( is , this ) your bed?

( is , favorite , hat , that , your )?

（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

３．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう

a) あれはあなたの家ですか。 ( is , house ,  your , that )?

b) これはわたしのかばんですか。 ( my , is , this , bag )?

４．問３のa, b の英文を「～です。」のかたちに書きなおしてみよう。

a) 

b)

（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください）

?

?

your bed?

?

?

?

?
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１２） Is this [that] ～?の文

単語とフレーズ

Ｍｅｍｏ

chair いす

bear くま

picture 絵

owl ふくろう

school 学校

bed ベッド

favorite お気に入りの

hat 帽子

house 家

bag かばん
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Memo

Lesson1 be動詞の現在形 （１３） Is this [that] ～?の文への答え方

ポイントと例文

Is this a rabbit? これはうさぎですか。

Point! 
• Is this [that]～? と聞かれたときの、 はい、いいえの

答え方を学習しよう。

Yes, it is. はい、そうです。

No, it isn't. いいえ、ちがいます。

Is this [that] ～ ? への答え方

これはうさぎですか。

Is this a rabbit?

はい、そうです。

Yes, it is.

いいえ、ちがいます。

おぼえよう！

No, it isn't.

No, it is not. 

基本問題

下の会話を英文にしてみよう。

１．A: これは絵ですか。

B: はい、そうです。

A: Is this a picture?

２．A: あれはりんごですか。

B: いいえ、 ちがいます。

B:（ ）,（ ）（ ）.

A: Is that an apple?

B:（ ）,（ ）（ ）.

Lesson1　be動詞の現在形
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Lesson1 be動詞の現在形 （１３） Is this [that] ～?の文への答え方

応用問題

単語とフレーズ

rabbit うさぎ

picture 絵

apple りんご

Look! 見て！

car 車

white 白（い）

Picasso's painting ピカソの絵

pencil 鉛筆

red 赤（い）

notebook ノート

次の会話を完成させよう。

（問１）

A: 見て! あれは車ですか。

B: はい、そうです。あれは白い車ですね。

A: Look!  Is that a car?

（問２）

A: これはピカソの絵ですか。

B: いいえ、ちがいます。

A: Is this a Picasso's painting?

B:（ ）,（ ）（ ）. That is a white car.

B:（ ）,（ ）（ ）.

（問３）

A: あれは鉛筆ですか。

B: はい、そうです。あれは赤い鉛筆ですよ。

A: Is that a pencil?

B:（ ）,（ ）（ ）.

（問４）

A: これはあなたのノートですか。

B: いいえ、ちがいます。

A: Is this your notebook?

B:（ ）,（ ）（ ）. （ ）（ ） a red pencil.
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Lesson1 be動詞の現在形 （１４） What + be動詞 ～?の文

What +be動詞を使った疑問文

ポイントと例文

What + be 動詞を使った疑問文

What is this?

これは何ですか。

Point! 
• 「What is ～?」を使って、「～は何ですか。」
とたずねる形を学習しよう

What

例）これは何ですか。

（これは犬です。）

（これは何ですか。）?

This dog.is a

is this （ ）

下げる

イントネーションに注意！
普通の疑問文のように文末は上げないよ。

What

例）

(これは何ですか。）?is this 

What

What

is 

is

that 

he 

?

?

(あれは何ですか。）

(彼は何ですか。）

職業を聞くとき

聞きたいことを先頭に持って来てるんだね。
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Lesson1 be動詞の現在形 （１４） What + be動詞 ～?の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．これは何ですか。

( what , this , is )?

２． あれは何ですか。

( that , is , what )?

（ ） （ ） （ ）?

（ ） （ ） （ ）?

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．すみません。これは何ですか。

Excuse me. ( what , this , is ）?

２． あれは何ですか、お母さん。

( that , what's ), Mom?

Excuse me. （ ）（ ）（ ）?

（ ） （ ）, Mom?
３．彼女は何ですか。（職業を聞くとき）

( is , what , she )?

（ ）（ ）（ ）?

what 何

dog 犬

Excuse me. 失礼します。すみません。

Mom
ママ、お母さん

→母親によびかけるときに使う
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Lesson1 be動詞の現在形 （１５） What + be動詞 ～?の文の答え方

基本問題

ポイントと例文

What is this [that]～ ?への答え方

What is this? これは何ですか。

Point! 
• What is this [that]～? と聞かれたときの

答え方を学習しよう。

It's a picture. それは絵です。

それは、本です。

It is a book.

あれは何ですか。

What's that?

・Yes、No を使わず、It is ～.「それは～です」のようにこたえます。
・ This [That] is ～.ではなく It is～.
・ It is の短縮形はIt'sを使うこともできます。

１．A: これは何ですか。

B: それは犬です。

A: What is this?

２．A: あれは何ですか。
B: それはねこです。

A: What is that?

B: (dog, a, it, is).

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

B: (cat, a, it, is).

( ) ( ) ( ) ( ).

( ) ( ) ( ) ( ).
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Lesson1 be動詞の現在形 （１５） What + be動詞 ～?の文の答え方

応用問題

単語とフレーズ

picture 絵

book 本

dog 犬

cat ねこ

Listen! 聞いて！

bird 鳥

mobile phone 携帯電話

old 古い

radio ラジオ

次の会話を完成させよう。

（問１）

A: 聞いて! あれは何ですか。

B: 鳥です。

A: Listen! What's that?

（問２）

A: これは何ですか。

B: 私の携帯電話です。

A: What  is  this?

B: （ ） （ ） bird.

B: （ ） （ ） （ ） mobile phone.

（問３）

A: あれは何ですか。

B: それは古いラジオです。

A: （ ） （ ） （ ）?

B: （ ） （ ） an old radio.

短縮形( It's )でも答えられるようにしよう。
What  is this [that]～? ⇔ It is ～. はテストに出るよ！
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he is 

is 

is 

is 

（彼はジムですか。）

Lesson1 be動詞の現在形 （１６） Who + be動詞 ～?の文

Who + be動詞を使った疑問文

ポイントと例文

Who + be動詞を使った疑問文

Who is he?

彼はだれですか。

Point! 
• 「Who is ～?」を使って、「～はだれですか。」

とたずねる表現を学習しよう！

例）彼はだれですか。

（彼はジムです。）He 

(彼はだれですか。）

is Jim.

?

Who

Is he 

（ ）

Jim

is he ?
下げる

イントネーションに注意！
普通の疑問文のように文末は上げないよ。

Who

例）

(彼はだれですか。）
?

Who

Who

she 

that 

?

?

(彼女はだれですか。）

(あの女の子はだれですか。）girl 

Who Who's

Who is の短縮形 Who's もおぼえよう！
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Lesson1 be動詞の現在形 （１６） Who + be動詞 ～?の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．彼はだれですか。

( who , he , is )?

（ ） （ ） （ ）?

（ ） （ ） （ ）?

２．彼女はだれですか。

( she , is , who )?

３．彼女はだれですか。

( she ,  who's )?
（ ） （ ）?

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．a) あの先生はだれですか。

( teacher , who , that , is )?

b)  この女の人はだれですか。

( this , is , who , woman )?

２．問１のa, b の答えの英文を短縮形を使って書きなおしてみよう。

a) 

b)

（ ） （ ） （ ） （ ）?

（ ） （ ） （ ） （ ）?

who だれ

Jim ジム （男性の名前）

teacher 先生

woman 女の人

Mary メアリー （女性の名前）
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彼はだれですか。

Who's he?

Lesson1 be動詞の現在形 （１７） Who + be動詞 ～?の文の答え方

基本問題

ポイントと例文

Who +be動詞～ ? への答え方

Who is she?  彼女はだれですか。

・ 主語が男性ならhe, 女性ならsheを用いる。

・ Yes, Noでは答えない。

・ He is の短縮形はHe's
・ She is の短縮形はShe's

She is Jane. 彼女はジェーンです。

彼はわたしの友だちです。

He is my friend.

A: 彼はだれですか。

B: 彼はトーマスです。

A: Who is he?

A: 彼女はだれですか。

B: 彼女はわたしの祖母です。

A: Who is she?

B: ( Thomas , he , is ).

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

B: ( is , she ) my grandmother.

１．

２．

( ) ( ）（ ).

( ) ( ) my grandmother.

Point! 
• Who is he [she]～? と聞かれたときの答え方

を学習しよう。
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Lesson1 be動詞の現在形 （１７） Who + be動詞 ～?の文の答え方

応用問題

単語とフレーズ

Jane ジェーン（女性の名前）

friend 友達

Thomas トーマス（男性の名前）

grandmother おばあちゃん

under the tree 木の下

grandfather おじいちゃん

man 男の人・男性

woman 女の人・女性

actress 女優（女性の俳優）

actor 男優（男性の俳優）

（問1）

A: 木の下のあの男の人はだれですか。

B: 彼はわたしのおじいちゃんです。

A: Who is that man under the tree?

B: （ ） （ ）.

（問2）

A: 木の下のあの女の人はだれですか。

B: 彼女はケイトです。 (Kate)

A: Who is that woman under the tree?

B: （ ） （ ） my grandfather.

（問3）

A: 彼女は何ですか。

B: 彼女は女優です。

A: What is she?

B: （ ） （ ） an actress.

次の会話を完成させよう。

短縮形でも答えられるようにしておこう。テストにでるよ。
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Lesson1 be動詞の現在形 （１８） Where + be動詞 ～?の文

基本問題

ポイントと例文

Where +be動詞を使った疑問文

Where is the station? 

駅はどこですか。

Point! 
• 「Where is [are]～?」を使って、「～はどこですか。」

と場所をたずねる表現を学習しよう！

?

Where

例）

(トイレはどこですか。）?is toilet 

Where

Where

is 

is 

book 

Shibuya ?

(その本はどこですか。）

station

Where are you ? (どこにいるの。）

the

the

(渋谷駅はどこですか。）

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．バス停はどこですか。

( is , where ) the bus stop? 

２．トムはどこにいますか。 （トム：Tom）

( Tom , is , where )?

（ ）（ ）（ ）? 
３．大阪駅はどこですか。

( station , Osaka , is , where )?

（ ）（ ） the bus stop? 

（ ）（ ）（ ）（ ）? 
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Lesson1 be動詞の現在形 （１８） Where + be動詞 ～?の文

Ｍｅｍｏ

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．すみません。東京駅はどこですか。

Excuse me. （ where , Tokyo , is , station ）?

２．太郎くん、あなたのテニスラケットはどこですか。

（ tennis , where , racket , your , is ）?

Excuse me. （ ）（ ）（ ）（ ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）, Taro?
３．わたしのかばんはどこですか。

（ is , my , where , bag ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）?

where どこ

station 駅

bus stop バス停

toilet トイレ

tennis racket テニスラケット

my 私の

your あなたの

house 家
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Where is your lunch box? 

あなたのお弁当箱はどこですか。

It's on the desk. それは、机の上です。

Lesson1 be動詞の現在形 （１９） Where + be動詞 ～?の文の答え方

基本問題

ポイントと例文

Where is ～? 答え方

Point! 
• Where is 「物の名前」～? と聞かれたときの答え方

を学習しよう。

on ～ ＝ ～の上（に）

あなたのノートはどこですか。

Where is your notebook?

それは私のかばんの中にあります。

It's in my bag.

・ Where is＋物～?に答えるときは、【It's + 場所】の形で。
・ Yes, Noでは答えない。
・場所を答えるときには、on～「～の上に」、in～「～の中に」

under～「～の下に」、near～「～の近くに」 などをよく使う。

in～ ＝ ～の中（に）

下の会話を英文にしてみよう。

１．A: わたしのかばんはどこですか。
B: それはいすの上です。

A: Where is my bag?

２．A: あなたの鉛筆はどこですか。
B: 机の下です。

.B:（ ）on the chair.

A: Where is your pencil?

B:（ ）under the desk.
３．A: あなたの学校はどこですか。

B: バス停の近くです。

A: Where is your school?

B: （ ）（ ） the bus stop.
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Lesson1 be動詞の現在形 （１９） Where + be動詞 ～?の文の答え方

単語とフレーズ

応用問題

the その

lunch box お弁当箱

notebook ノート

on ～の上に

in ～の中に

under ～の下に

near ～の近くに

school 学校

次の会話を完成させよう。

（問１）

A: バス停はどこにありますか。

B: 駅のちかくです。

A: Where is the bus stop?

（問２）

A. わたしのノートはどこですか。

B: それは本の上にあります。

B: （ ）（ ）（ ） station.

A: （ ）（ ）（ ）（ ）?

B: （ ）（ ）（ ）（ ）.

（問３）

A: あなたのねこはどこですか。

B: それはかごのなかです。 （basket かご）

A: （ ）（ ）（ ）（ ）?

B: （ ）（ ）（ ）（ ）.

Where is ～ ?に
It’s～. と答える問題はテストに出るよ。
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Lesson1 be動詞の現在形 （２０）There is [are] ～.の文

基本問題

ポイントと例文

There is [are]～.の文

There is a book on the desk.

つくえの上に一冊の本があります。

Point !
• There is (are)～ をつかって、
「・・・に～があります」を学習しましょう。

例： 机の上に○○冊の本があります。

There is  a book on the desk.

（机の上に数冊の本があります。）

There  are  some books on the desk.

（机の上に1冊の本があります。）

There  are  two  books on the desk.

（机の上に2冊の本があります。）

There  are  many books on the desk.

（机の上にたくさんの本があります。）

単数形の名詞

複数形の名詞

There's

There're

数冊の
本

2冊の
本

たくさん
の本

1冊の
本

カッコの中の単語をえらんで英文を完成させよう。

１．テーブルの上におさらがあります。

There  ( is , are ) a dish on the table.

２．いすの上にねこがいます。

There ( is , are ) a cat on the chair.

３．木の下に３人の女の子がいます。

There ( is , are ) three girls under the tree.

４．テーブルの上に数個のおもちゃがあります。

There ( is , are ) some toys on the table.
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Lesson1 be動詞の現在形 （２０）There is [are] ～.の文

単語とフレーズ

応用問題

there is (are) ～ ～がある、～がいる

table テーブル、食卓

some いくつかの、いくらかの、数～

many 多くの

toy おもちゃ

piano ピアノ

room 部屋

playground 運動場

star 星

sky 空

（Ⅰ） カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください）。

１．この部屋にはピアノがあります。

（ a , there , piano , is ） in this room.

（ ）（ ）（ ）（ ） in this room.

２ ．数人の少年が運動場にいます。

（ boys , are , some , there ） on the playground.

３ ．空にはたくさんの星があります。

（ are , many , there , stars , the , in , sky ）. 

（ ）（ ）（ ）（ ）
on the playground.

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）.

（Ⅱ） 問（Ⅰ）１から３の答えを単数なら複数に、複数なら単数のかたちに書
きかえてみよう。

１．）

２．）

３．）

１）はsome「数台の」を使って
書き換えよう。
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ポイントと例文

一般動詞とbe動詞の違い

一般動詞いろいろ

I like baseball.

私は野球が好きです。

Point!
• likeは 「～が好きです」という意味の一般動詞

• likeは一般動詞のひとつで、「～する」といった動作
を表します。  be動詞 (am, is, are)

• be動詞以外の動詞はぜんぶ一般動詞

be動詞 一般動詞

am, is, are など have, play, like など

「～である」といった
状態をあらわす

「持っている」など
動作をあらわす

（例）
・私は山田太郎です。

（私=山田太郎）
・私の父は40才です。
・私は元気です。
・あなたは学生です。

（例）
・私は野球が好きです。

（私≠野球）
・私はギターを練習します。
・私は本を持っています。
・私は走る。

I am baseball. 「私は野球です」は、おかしいよね。

like 「～が好きです」

play 「（スポーツなど）～を行う、（楽器を）演奏する」

have 「～を持っている」

eat 「～を食べる」

run 「走る」

動作の数だけあるってことは、一般動詞は
すごくたくさんあるってことになるね。

Lesson2 一般動詞の現在形 （１）一般動詞とは？

☆補足☆
ｂｅ動詞 （例）の英文
・I am Taro Yamada.
・My father is forty years 
old.
・I am fine.
・You are a student.

一般動詞 例の英文
・I like baseball.
・I practice the guitar.
・I have a book.
・I run.
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

１．私は父が好きです。

カッコの中から正しい単語を選んで正しい英文を作ろう。

I ( am , like , eat ) my father.

.２．私はカバンを持っています。

I ( like , play , have ) a bag.

３．私の父は医者です。

My father ( is , have , am ) a doctor.

be動詞か、一般動詞を使って次の文章を完成させよう。

１．私はテニスを練習します。

I （ ） tennis.

２．私の父はテニスの選手です。

３．私はテニスラケットを持っています。

My （ ）（ ） a tennis player.

I （ ） a tennis racket.

like [動] ～が好きである

baseball [名] 野球

play [動] （スポーツなど）～を行う、（楽器を）演奏する

have [動]  ～を持っている

eat [動]  ～を食べる

run [動]  走る

tennis [名] テニス

racket [名] ラケット

practice [動]  ～を練習する

[動] は動詞、[名]は名詞、単
語の品詞を意味しているよ

Lesson2 一般動詞の現在形 （１）一般動詞とは？
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ポイントと例文

I have a book.

私は本を持っています。

Point! 
• 一般動詞の文は、「主語＋述語＋目的語」の順。

一般動詞の文の作り方

例： 私は本を持っています。

私は 本を 持っています。

主語 目的語 述語

I a book.have

主語 目的語述語

主語 → 述語 → 目的語の順番をきっちり覚えよう。

基本問題

１．私はピアノを演奏します。 ( piano , the , play , I , have )

カッコの単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし不要な単語がひとつ混じっています。）

２．私はピアノを持っています。 ( piano , a , play , I , have )

（ ）（ ）（ ）（ ）.

主語 目的語述語 の順番だったね。

（ ）（ ）（ ）（ ）.

Lesson2 一般動詞の現在形 （２）一般動詞の文
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Memo

応用問題

a～d を並びかえて正しい英文にしよう。
（答えは「a, d, c, b」のように書いてください。）

１．私はカナダに友達がいます。

２．私は毎日、野球を練習します。

３．かばんの中に2冊教科書を持っています。

a) in Canada b) I c) a friend d) have 

a) practice b) every day c) I   d) baseball

a) two textbooks b) in my bag c) have d) I

答え：

答え：

答え：

単語とフレーズ

walk [動] 歩く

piano [名] ピアノ

friend [名] 友達

Canada [名] カナダ

every day 毎日

textbook [名] 教科書

[動] は動詞、[名]は名詞、単語の品詞を意味しているよ。

Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （２）一般動詞の文
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （３）一人称、二人称、単数・複数

ポイントと例文

主語と動詞の変化（１）

主語と動詞の変化（２）

You like baseball.

あなたは野球が好きです。

Point! 
• 主語が「あなた」「私たち」「あなたたち」の場合の

一般動詞は「私」の場合と同じ。

例： ～は学生です。

I am a student.

You are a student.

He is a student.
She is a student.

私

あなた

彼/彼女

We are students.

You are students.複数

【be動詞の場合】

They are students.

私たち

あなたたち

彼ら

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

We like baseball.

You like baseball.複数

【一般動詞の場合】

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら（次の章で勉強します）

主語＝彼（彼女）以外の動詞は変化しないんだね

※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も載
せておきます。

彼/彼女
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （３）一人称、二人称、単数・複数

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

一番上の文章の主語を変えて、英文を完成させよう。

私は１匹の犬を飼っています。I have a dog.私

あなた

私たち

あなたたち

彼ら

（ ）（ ） a dog.

（ ）（ ） a dog.

（ ）（ ） a dog.

（ ）（ ） a dog.

あなたは１匹の犬を飼っています。

私たちは１匹の犬を飼っています。

あなたたちは１匹の犬を飼っています。

彼らは１匹の犬を飼っています。

英文を作ってみよう

１．あなたはネコを１匹飼っています。

２．彼らは毎日野球を練習します。(毎日: every day)

３．私たちは英語を学習します。

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）.

わからない単語があったら辞書で引いてみよう。

have [動] （ペットを）飼う

practice [動] 練習する

study [動] 学習する

English [名] 英語

[動] は動詞、[名]は名詞、単語の品詞を意味しているよ。
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （４） ３人称単数、現在の文

ポイントと例文

主語と動詞の変化

１人称、２人称、３人称

He likes baseball.

彼は野球が好きです。

Point! 
• 主語が「彼」「彼女」「鈴木さん」などの場合に

動詞が変化する。

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

彼/彼女

We like baseball.

You like baseball.複数

【一般動詞の場合】

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら

主語＝彼（彼女）以外の動詞は変化しないんだね。

He likes baseball.
She likes baseball.

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

We like baseball.

You like baseball.

彼/彼女

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら

He likes baseball.
She likes baseball.

１人称

２人称

３人称

単数 複数

複数

３人称、単数、現在形
＝三単現

※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も
載せておきます。

※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も
載せておきます。
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （４） ３人称単数、現在の文

他の動詞はどう変化するの？

基本問題

応用問題

I like He like s

I play He play s

I know He know s

I make He make s

※ know: 知っている

※ make: 作る

後ろに「s」をつければいい？
そうとは限らない。
（別の章で説明します）

おなじ「s」でも発音が違う場合があるよ。

カッコの中の単語をえらんで英文を完成させよう。

１． 彼は野球をします。

He ( play , plays ) baseball.

２． 彼女はバスケットボールが好きです。

She ( like , likes ) basketball.

３． 美樹はピアノを演奏します。

Miki ( play , plays ) the piano.

４． ジョンソンさんは漢字を知っています。

Mr. Johnson ( know , knows ) Kanji.

英文を作ってみよう。

１． 私のお母さんは昼食を作ります。

２ ．拓哉（たくや）は、バレーボールをします。

３ ．私の兄と私はテニスが好きです。

（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ）.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （４） ３人称単数、現在の文

主語と動詞の変化（おさらい）

単語とフレーズ

Memo

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

We like baseball.

You like baseball.

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら

３人称

複数

know [動] 知っている

make [動] 作る

basketball [名] バスケットボール

volleyball [名] バレーボール

Kanji [名] 漢字

lunch [名] 昼食

brother [名] 兄、弟

新しい動詞が出てきたら、３人称単数の変化も覚えよう。

１人称

２人称

単数 複数

彼/彼女

He likes baseball.
She likes baseball.

※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も
載せておきます。
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （５） ３人称・単数・現在の文２

ポイントと例文

主語と動詞の変化

likes になる場合

He and I like baseball.

彼と私は野球が好きです。

Point! 
• どんなときに like が likes に 変化するのか。

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

We like baseball.

You like baseball.

彼/彼女

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら

１人称

２人称

３人称

単数 複数

複数

「彼と私」はどこに入るの？

彼

主語が

彼女 鈴木さん うちの犬

He likes baseball.

She likes baseball.

Mr. Suzuki likes baseball.

My dog likes baseball.

He likes baseball.
She likes baseball.

※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も
載せておきます。

イークルース　中学英文法Ⅰ

65



Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （５） ３人称・単数・現在の文２

likes にならない場合

代名詞に言いかえて考えよう

基本問題

Mr. Suzuki  and Miss. Kato like baseball.

複数の場合は変化しないんだね。でもややこしいなあ。

My dogs like baseball.

He and I like baseball.

彼と私

主語が

鈴木さんと加藤さん うちの犬（複数）

鈴木さんと加藤さん

言い換えた時にheやsheになるときに変化するんだね。

うちの犬（複数）

彼と私

鈴木さん うちの犬
彼 彼女

he / she

彼ら

they

likes

like
私たち

we

あなたたち

you

カッコの中の単語をえらんで英文を完成させよう。

.

１．田中さんと私は卓球をします。

Mr. Tanaka and I ( play , plays ) table tennis.

２．加藤さんの犬はキャットフードが好きです。

Mr. Kato's dog ( like , likes ) cat food.
３．彼女の妹は夕食を作ります。

Her little sister ( make , makes ) dinner.

４．ジョンソンさん夫妻はお寿司が大好きです。

Mr. and Mrs. Johnson ( like , likes ) Sushi very much.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （５） ３人称・単数・現在の文２

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１．彼女のお母さんは私たちを知っています。

２．ジョンソン夫妻の息子 (son) はうどん (Udon） が好きです。

３．ユミとケイタがギターを弾きます。

（ ）and（ ）Johnson's（ ）
（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）.

主語が 何人称の単数 / 複数 かを考えよう。

table tennis [名] 卓球

little sister [名] 妹 (「sister」は姉または妹）

dinner [名] 夕食

guitar [名] ギター

son [名] 息子

cat food [名] キャットフード

[動] は動詞、[名]は名詞、
単語の品詞を意味しているよ。
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （６） ３人称・単数・現在 sのつけ方

ポイントと例文

主語と動詞の変化（おさらい）

４つの変化パターン

He goes to school.

彼は学校に行きます。

She has a toy.
彼女はおもちゃを持っています。

Point! 
• 「s」がつく以外の変化のパターンを学習しよう。

例： ～は野球が好きです。

I like baseball.

You like baseball.

私

あなた

We like baseball.

You like baseball.

彼/彼女

They like baseball.

私たち

あなたたち

彼ら

１人称

２人称

３人称

単数 複数

１．「have」の場合

２． 「es」がつく場合

３． 「ies」になる場合

４． 「s」の場合（上の３つ以外）

He likes baseball.
She likes baseball. ※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も

載せておきます。
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （６） ３人称・単数・現在 sのつけ方

パターン１ 「have」

パターン２ 「es」

パターン３ 「ies」

have haves has

例）彼女はおもちゃを持っています。

She has a toy.

例外なのでこのまま覚えよう。

go gos goes

終わりの文字で判断すればいいんだね。

例） 彼は学校に行きます。

He goes to school.

スペルが “s”, “x”, “o”, “ch”, “sh” で終わる場合
例） kiss（キスをする）、mix（混ぜる）, go（行く）, 

touch（さわる）, rush（急いでいく）

es がつくパターン

study studys studies

例） 彼は歴史を勉強します。

He studies history.

スペルが “子音字 + y” で終わっている場合
（子音字≠母音字a, i ,u, e, o)
例） classify（分類する） ⇒ classifies

obey（従う） ⇒ obeys

studyes

y が i に変わってesがつく。

終わりの文字で判断すればいいんだね。

ies がつくパターン
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （６） ３人称・単数・現在 sのつけ方

パターン４ 「s」

変化パターンまとめ

基本問題

ただし、単語によって s の発音は変わるので気をつけようね。

これまでの3つにあてはまらない場合

like ⇒ likes play ⇒ plays
get（得る）⇒ gets eat ⇒ eats

s になるパターン

パターン 条件 例

haveの場合 「have」のみ have ⇒ has

「es」がつく場合 スペルが “s”, “x”, “o”, 
“ch”, “sh” で終わる場合

go ⇒ goes
touch ⇒ touches

「ies」となる場合 スペルが “子音字 + y” で
終わっている場合

study ⇒ studies

「s」がつく場合 上のいずれでもない場合 like ⇒ likes

play ⇒ plays

初のうちは、辞書で確認しようね。

カッコの中から正しい単語を選ぼう。

１．彼女は私の手に触れる。

She ( touchs , touches , touch ) my hand.

２．直樹はとても熱心に数学を勉強します。

Naoki ( studies , studys ,  studyies ) mathematics very hard.

３．私の父は毎朝、早く起きる。

My father ( get,  getes , gets ) up early every morning.

４．ジョンソンさんは犬を一ぴき飼っています。

Mr. Johnson ( have , has , haves ) a dog.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （６） ３人称・単数・現在 sのつけ方

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１．エリ( Eri ) はオーストラリア ( Australia ) に行きます。

２．彼女は携帯電話 ( cell-phone ) を3台持っています。

３．私の父は中国語 ( Chinese ) を勉強します。

（ ）（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）.

toy [名] おもちゃ

history [名] 歴史

touch [動] さわる、ふれる

mathematics [名] 数学

early [副] 朝早く

every morning 毎朝

Australia [名] オーストラリア（国名）

cell-phone [名] 携帯電話

Chinese [名] 中国語
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （７） I do not～ の文

ポイントと例文

（おさらい） be動詞の否定文

一般動詞の否定文

I don't like Natto.

私は納豆が好きではありません。

Point! 
• 一般動詞を使った否定文の形を勉強しよう。

私は中国人ではありません。

I am not Chinese. ( I'm not Chinese.)

あなたは良い先生ではありません。

You are not a good teacher. (You aren't a good teacher. )

彼女は１８才ではありません。

She is not eighteen. (She isn't eighteen.)

動詞の後ろに not をつけるだけでよかったよね。

例） 私は納豆が好きではありません。

動詞の前に「do not 」と覚えよう！

私は納豆が好きです。 ⇒ I like Natto.

I Natto.likenotdo

I do not like Natto. I don't like Natto.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （７） I do not～ の文

例： ～は納豆が好きではありません。

I don't like Natto.

You don't like Natto.

私

あなた

We don't like Natto.

You don't like Natto.

彼/彼女

They don't like Natto.

私たち

あなたたち

彼ら

（次の章で勉強します）

１人称

２人称

３人称

単数 複数

主語が変わった場合

基本問題

応用問題

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。

１．私はパソコン（PC） を持っていません。

I  ( have , do , PC , not ).

２．私たちは日曜日は学校に行きません。

We ( not , to , do , go , school ) on Sunday.

３．彼らは英語をあまり熱心に勉強しません。

They ( study , English , don't ) very hard.

I 

We on Sunday.

They                                   very hard.

.

「do not」または「don't」を使って英文を完成させよう。

１．私たちは普段(usually)、朝ごはんを食べません。

２．私は田中さん （Mr. Tanaka） を知りません。

３．彼らは私の話を聞きません。（～の話を聞く：listen to～)

（ ）（ ）（ ）listen（ ）（ ）.

Usually, （ ）（ ）have （ ）.

（ ）（ ）（ ）know （ ）.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （７） I do not～ の文

単語とフレーズ

Memo

Chinese [名] 中国人

PC [名] パソコン(Personal Computerの略）

hard [副] 熱心に

usually [副] 普段

breakfast [名] 朝食

listen [動] 聞く

listen to ～の話を聞く
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （８） ３人称単数の否定文

ポイントと例文

一般動詞を使った否定文

3人称単数の否定文

He doesn't like Natto.
彼は納豆が好きではありません。

Point!
• ３人称単数が主語に来た場合の否定文の形

を勉強しよう。

例： ～は納豆が好き（like）ではありません。

I don't like Natto.

You don't like Natto.

私

あなた

We don't like Natto.

You don't like Natto.

彼/彼女

They don't like Natto.

私たち

あなたたち

彼ら

１人称

２人称

３人称

単数 複数

例） 彼は納豆が好きではありません。

彼は納豆が好きです。

He Natto.

⇒ He likes Natto.

not

He does not like Natto. He doesn't like Natto.

does like

「do 」が「does」に変化することで、like が変化しなくて
よくなった、と考えよう。

He doesn't like Natto.
She doesn't like Natto.
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （８） ３人称単数の否定文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

１．カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（※ただし、いらない単語が１つ含まれます。）

at six.

a) 彼は教科書を持っていません。

He  ( has , have , does , a , textbook , not ).

b) リカコさんは6時に起きません。

Rikako ( not , gets , does , get , up ) at six.

２．問１のa, b の答えの英文を短縮形を使って書きなおしてみよう。

a) He

b) Rikako

.

He .

at six.Rikako

「does not」またはその短縮形を使って、次の英文を完成させよう。

１．彼女は数学が好きではありません。

２．リチャードは外に出ません （外に出る：go out）

３．ジョンソンさんは肉を食べません。（肉: meat、食べる: eat)

Mr. Johnson（ ）（ ）meat.

She（ ）（ ）（ ）mathematics.

Richard（ ）（ ）（ ）（ ）.

get up 起きる

at [前]（時刻が）～時に

go out 外出する

meat [名]肉
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Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （９） Do you ～ ?の文

ポイントと例文

一般動詞を使った疑問文

一般動詞を使った疑問文

Do you like music?
あなたは音楽が好きですか。

Point! 
• 一般動詞(likeなど）を使った疑問文の形を学習しよう。

Do

例） あなたは音楽が好きですか。

あなたは音楽が好きです。

you

⇒ You like music.

Do you like music?

like music ?

Youが主語の疑問文は、
通常文の頭に「Do」とおぼえよう。

例： ～は音楽が好きですか。

Do I like music?

Do you like music?

私

あなた

Do we like music?

Do you like music?

彼/彼女

Do they like music?

私たち

あなたたち

彼ら

（後の章で勉強します）

１人称

２人称

３人称

単数 複数
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Lesson2 一般動詞の現在形 （９） Do you ～ ?の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．あなたは今日、学校へ行きますか。

( today , go , you , school , to , do )?

２．あなたは自分の教科書を持っていますか。

( your , textbook , you , do , have )?

（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ）（ ）?

次の英文を完成させよう。

１．あなたは数学が好きですか。

２．あなたは学校が終わったら家へ帰りますか。

３．彼らは金曜日にここに来ますか。

（ ）（ ）（ ）mathematics?

（ ）（ ）go（ ）after（ ）? 

（ ）（ ）（ ） （ ） on

（ ）? 

music [名] 音楽

come [動] 来る

here [副] ここに

on [前] （曜日が）～曜日に

Friday [名] 金曜日
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１０） Do you ～ ?の文への答え方

ポイントと例文

Do you～ ? への答え方

基本問題

Do you like music? 

あなたは音楽が好きですか。

Yes, I do. はい、好きです。

No, I don't. いいえ、好きではありません。

Point!
• Do you ～? と聞かれたときの、はい、いいえの答え方

を学習しよう。

あなたは音楽が好きですか。

Do you like music?

はい（私は音楽が好きです。）

Yes, I do .

いいえ（私は音楽が好きではありません。）

No, I don't .

(do = like music.)

（don't = don't like music.）

「like music」を省略して、「do」 「don't」と表現するんだね。

下の会話を英文にしてみよう。

A： あなたは今日、学校へ行きますか。

B:：はい（、行きます）。

A: Do you go to school today?

A: Do you have a textbook?

A： あなたは教科書を持っていますか。
B:：いいえ（、持っていません）

１．

２．

B:（ ）,（ ）（ ）.

B:（ ）,（ ）（ ）.
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１０） Do you ～ ?の文への答え方

次の会話を完成させよう。

（問1）

A： あなたは動物が好きですか。

B： はい（、好きです。） 私は鳥を（１ぴき（1羽））飼っています。

A: Do you like animals?

（問2）

A： 太郎と次郎はサッカーをしますか。

B： いいえ（、彼らはしません。） 彼らはバスケットボールをします。

A: Do Taro and Jiro play soccer?

応用問題

Do you ～? への答え方

単語とフレーズ

B: No, （ ）（ ）. 
（ ）（ ）（ ）.

B: Yes, （ ）（ ）. I （ ）（ ）（ ）.

例： ～は音楽が好きですか。 Do ～ like music?

Yes, you do.
No, you don't.

私

あなた

Yes, we do.
No, we don't.

Yes, you do.
No, you don't.

彼/彼女

Yes, they do.
No, they don't.

私たち

あなたたち

彼ら

（後の章で勉強します）

１人称

２人称

３人称

単数 複数
Yes, I do.
No, I don't.

animal [名] 動物

bird [名] 鳥

soccer [名] サッカー

basketball [名] バスケットボール
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１１） Where do you～? の文

ポイントと例文

あなたはどこで～？

基本問題

Where do you play soccer?

あなたはどこでサッカーをしますか。

Point!
• 「Where」を使って、どこで～ですか（しますか）。

とたずねる形を学習しよう

Where

どこで

do

例） あなたは どこで サッカーをしますか。

あなたはサッカーをしますか。

you

⇒ Do you play soccer?

Where do you play soccer?

play soccer ?

聞きたいことを先頭に持って来てるんだね。

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．あなたはどこでダンスを練習しますか。

( dance , you , practice , where , do )?

２．あなたはどこでその本を買いますか。 (買う：buy）

( do , the , book , buy , where , you )?

?

?
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１１） Where do you～? の文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

次の英文を完成させよう。

１．あなたは次の日曜日にどこに行きますか。

２．あなたはどこで服 (clothes) を買いますか。

３．彼らはどこで昼食をとりますか。

（ ）（ ）（ ）（ ）next（ ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）your（ ）?

（ ）（ ）（ ）have（ ）?

where [副] どこで

dance [名] ダンス

next [形] 次の

buy [動] 買う

clothes [名] 服 （複数形で服の意味）
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１２） Where do you～?への答え方

ポイントと例文

どこで～？と聞かれたら

基本問題

Point! 
• Where do you ～ (どこで～) と聞かれた時に

場所をどう答えるかを学習しよう。

Where do you practice soccer? 

あなたはどこでサッカーを練習しますか。

I practice soccer on the ground. 

グラウンドで練習します。

あなたはどこでサッカーを練習しますか。

Where do you practice soccer?

グラウンドでサッカーを練習します。

I practice soccer on the ground.

庭でサッカーを練習します。

I practice soccer in the garden.

「どこで」という部分を答えに含めるのがポイント

会話の中に入る語句をア～ウ からえらんで丸をつけよう。

１．“ Where do you practice the piano?” 
“ I practice the piano

ア)  at my teacher's house
イ)  every day
ウ)  with my sister 

.”

２．“ Where do you have lunch?” 
“ I have lunch

ア)  at noon
イ)  with my friend
ウ)  in the classroom

.”
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１２） Where do you～?への答え方

応用問題

単語とフレーズ

Memo

次の英文を完成させよう。

１．「あなたはどこで服を買いますか。」

「私はいつもショッピングモールで服を買います。」

２． 「君はどこで電車を降りるの。」

「私は次の駅で（電車を）降ります。」

“ Where do you buy your clothes?”

“ I always（ ）（ ）（ ）（ ）
the shopping mall.”

“ Where do you get off the train?”

“ I （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
the next station. ”

ground [名] グラウンド

garden [名] 庭

always [副] いつも

get off （乗り物を）おりる

train [名] 電車

station [名] 駅
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１３） When do you～? の文

ポイントと例文

あなたはいつ～？

基本問題

When do you practice dance?

あなたはいつダンスの練習をしますか。

Point! 
• 「When」を使って、「いつ～しますか。」 とたずねる形

を学習しよう

When

いつ

do

例） あなたは いつ ダンスを練習しますか。

あなたはダンスを練習しますか。

you

⇒ Do you practice dance?

When do you practice dance?

practice dance ?

どこでの「where」が「when」に変わっただけで
「いつ？」と聞く文章になるんだね。

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．あなたはいつテニスを練習しますか。

( tennis , you , practice , when , do )?

２． あなたはいつお昼ごはんを食べますか。

( do , lunch , have , when , you )?

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）?
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１３） When do you～? の文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

次の英文を完成させよう。

１．「あなたはいつお昼ごはんを食べますか。」

「この授業のあとで食べます。」

２．「ジョンソンさんと彼の家族はいつ教会に行きますか。」

「彼らは毎週日曜日に教会へ行きます」

“ When do you have lunch?”

“ I （ ）（ ）（ ）this class. ”

“ When do Mr. Johnson and his family go to church?”

“ （ ）（ ）（ ）（ ）every 
Sunday. ”

when [副] いつ

class [名] 授業

family [名] 家族

church [名] 教会
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１４） ３人称単数の疑問文

Does she like J-pop?

彼女はJポップが好きですか。

Point!
• 一般動詞(likeなど）を使った疑問文で、

主語が「彼」や「彼女」になる形を学習しよう。

ポイントと例文

一般動詞を使った疑問文

主語=３人称単数の疑問文

例： ～はJポップが好きですか。

Do you like J-pop?

私

あなた

Do we like J-pop?

Do you like J-pop?

彼/彼女

Do they like J-pop?

私たち

あなたたち

彼ら

Does he like J-pop?
Does she like J-pop?

１人称

２人称

３人称

単数 複数

Do I like J-pop?

Does like

例） 彼女はJ-popが好きですか。

she

彼女はJ-popが好きです。 ⇒ She likes J-pop.

Does she like J-pop?

J-pop ?

通常文の頭に「Does」、動詞は原形に戻るんだね。

※代名詞ｈｅ（彼）の例文も載せ
ておきます。
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１４） ３人称単数の疑問文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

①、②には右のア～カのどれが入るかな？

１．彼はバイオリンを弾きますか。

２．彼女は教科書を持っていますか。

ア)  Do    イ)  Does    ウ)  Is
エ)  play  オ)  playes カ) plays  

he① ② the violin?

ア)  Do    イ)  Does    ウ)  Is
エ)  haves  オ)  have  カ) has  

she① ② a textbook?

次の英文を完成させよう。

１．マリコは自分の携帯 (cell-phone) を持っていますか。

２．タクヤは彼女の電話番号(phone number）を知ってますか。

３． 彼女は駅の近くに住んでいますか。

（ ）（ ）（ ）（ ）the station?

（ ）（ ）（ ）her cell-phone?

（ ）（ ）（ ）（ ）phone 
number?

cell-phone [名] 携帯電話

phone number 電話番号

near [前] ～の近くに
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１５） Does ～ ?の文の答え方

ポイントと例文

Does ～ ? への答え方

基本問題

Does she like J-pop?

彼女はJポップが好きですか。

Yes, she does. はい、好きです。

No, she doesn't. いいえ、好きではありません。

Point!
• Does ～ ? と聞かれた時の答え方（はい、いいえ）を

学習しよう。

彼女はJポップが好きですか。

Does she like J-pop?

はい （彼女はJ-popが好きです。）

Yes, she does.

（彼女はJ-popが好きではありません。）

No, she doesn't .

いいえ

does / doesn't で答えればいいんだね。

下の会話を英文にしてみよう。

１．A: 彼は今日、図書館へ行きますか。
B: はい（、行きます）。

A: Does he go to library today?

２．A: 彼女は自分の水着を持っていますか。

B: いいえ（、持っていません）。

A: Does she have her swim suit?

B： （ ）,（ ）（ ）.

B： （ ）,（ ）（ ）.
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１５） Does ～ ?の文の答え方

応用問題

単語とフレーズ

Memo

次の会話を完成させよう。

（問１） A: マサオは果物が好きですか。

B: はい。彼はいちごが大好きです。

A: Does Masao like fruit?

B: Yes, （ ）（ ）.
（ ）（ ）strawberries very much.

（問２） A: あなたのお姉さんは家でテレビを見ますか。

B: いいえ。彼女は友達と電話で話します。

A: Does your sister watch TV at home?

B: No, （ ）（ ）.
（ ）（ ） with her friends on the phone.

library [名] 図書館

swim suit 水着

fruit [名] 果物

strawberry [名] イチゴ

very much とても

watch [動] 観る

talk [動] （人と）話す

on the phone 電話で
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１６） Where does～? の文

ポイントと例文

彼 / 彼女はどこで～？

基本問題

Where does he live?

彼はどこに住んでいますか。

Point! 
• 「Where does」を使って、どこで～ですか（しますか）

とたずねる形を学習しよう

Where

どこに

does

例） 彼は どこに 住んでいますか。

彼は住んでいますか。

he

⇒ Does he live?

Where does he live?

live ?

where を頭につけるだけでいいんだね。

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．彼女はどこで中国語を習っていますか。 (習う：learn）

( Chinese , she , learn , where , does )?

２． 啓太 (Keita） はどこでドラム (drum) を練習しますか。

( does , drum , practice , where , Keita , the )?

?

?
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１６） Where does～? の文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

次の英文を完成させよう。

１．彼はその試合をどこで見ますか。

２．ユリはどこで靴 (shoes) を買いますか。

３．彼女はどこで友達と会いますか。(会う: meet)

?her

the game?

her friend?

drum [名] ドラム

learn [動] 習う、学ぶ

game [名] 試合

shoes [名] 靴（複数形で使う）

meet [動] （人と）会う
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１７） When does～? の文

ポイントと例文

彼 / 彼女はいつ～？

基本問題

When does Kenta play baseball?

健太はいつ、野球をしますか。

Point 
• 「When does」を使って、いつ～しますか。

とたずねる形を学習しよう

When
いつ

does

例） 健太は いつ 野球をしますか。

健太は野球をしますか。

he

⇒ Does Kenta play baseball?

When does he play baseball?

play baseball ?

where （どこで）と同じでwhenを頭につければいいんだね。

カッコの中の単語を並び替えて正しい英文を作ろう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字に変えてください。）

１．あなたの弟はいつ、学校へ行きますか。

( school , to , your , brother , go , when , does )?

２． 由美はいつピアノを練習していますか。

( does , piano , practice , when , Yumi , the )?

?

?
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応用問題

単語とフレーズ

Memo

Lesson2 一般動詞の現在形 （１７） When does～? の文

次の英文を完成させよう。

１．彼はいつその映画を観ますか。 (観る：see)

２．ユリはいつ来ますか。

３．健太はいつ彼女に会いますか。(会う：meet)

?

the movie?

her?

practice [動] 練習する

movie [名] 映画

meet [動] （人と）会う

☆補足☆
一般的には
映画をみるときはsee
テレビをみるときはwatch
を使うよ。
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１８） Where [When]does～? への答え方

ポイントと例文

Where does ～ ? への答え方

When does ～ ? への答え方

Where does Kenta live?

健太はどこに住んでいますか。

He lives in Australia.
彼はオーストラリアに住んでいます。

Point! 
• 「Where does～」「When does～」と聞かれた時の

場所や時間の答え方を学習しよう。

健太はどこに住んでますか。

Where does Kenta live?

彼はオーストラリアに住んでいます。

He lives in Australia.

彼は彼のおじいさんの家に住んでいます。

He lives in his grandfather's house.

「～に」住んでいるという文で答えればいいんだね。

さゆりはいつピアノを演奏しますか？

When does Sayuri play the piano?

彼女は水曜日に（ピアノを）演奏します。

She plays the piano on Wednesday.

彼女は朝ごはんの前に（ピアノを）演奏します。

She plays the piano before breakfast.

場所を答えればいいのか、時間を答えればいいの
か注意しよう。
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Lesson2 一般動詞の現在形 （１８） Where [When]does～? への答え方

疑問文に対する答えとして正しいものをア～ウの中から選ぼう。

１． When does Kayo play tennis? 

ア)  She plays tennis on Thursday.
イ)  Yes, she does.
ウ)  She plays tennis in the park.

２． Where does Ichiro play soccer? 

ア)  He plays soccer near the river.
イ)  He plays soccer after school.
ウ)  No, he doesn't.

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

次の英文を完成させよう。

（問１）A:  ベスはどこで勉強しますか。

B:  彼女は図書館で勉強します。

A:（ ）does Beth study?

B:（ ）（ ）at the（ ）.

（問２） A: あなたのお父さんはいつ家に帰りますか。

B: 彼は夜中 (midnight) を過ぎてから帰ります。

A:（ ）does your father come home?

B:（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.

Australia [名] オーストラリア

grandfather [名] 祖父

Wednesday [名] 水曜日

Thursday [名] 木曜日

near [前] ～の近くに

park [名] 公園

after [前] ～のあとに

midnight [名] 真夜中
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Memo

ポイントと例文

be動詞を使った過去の文の作り方

was , were の使い分け

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （１）be動詞の過去の文

I was busy yesterday.

わたしは昨日、いそがしかった。

Point! 

① 「～だった、（～に）いた［あった］」という過去の
意味の文を使うときは、was were を使う。

② どちらを使うかは、主語によって変わる。

「～だった、（～に）いた［あった］」の言い方

例： 私はきのう、いそがしかった。

I am busy（現在） . （私は忙しい。）

（過去）

（私はきのう、忙しかった。）

yesterdaybusywas .I 

主語が、Ｉ(私）、３人称単数（he , she ,it, Johnなど）のときは、

was をつかう！

私
I was busy yesterday.

彼
彼女
人名 John was busy yesterday.

He was busy yesterday.

She was busy yesterday.

１人称

３人称

例：～はきのう、いそがしかった。

単数

単数

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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Memo

was , were の使い分け

基本問題

応用問題

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （１）be動詞の過去の文

主語が、 you, we, 複数形のときは、were をつかう！

例：～はきのう、いそがしかった。

私たち

彼ら

You were busy yesterday.
あなた（たち）はきのう忙しかった。

We were busy yesterday.
私たちはきのう忙しかった。

They were busy yesterday.
彼らはきのう忙しかった。

複数

２人称

１人称

３人称 複数

あなた・あなたたち

カッコの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１． 彼はきのう、病気でした。

He ( was , is , were ) sick yesterday.

２． 私は昨夜、おなかがすいていました。

I ( am , were , was )  hungry last night.

３． きのう、私たちはうれしかった。

We ( are , am , were ) happy yesterday.

英文を作ってみよう。

１．彼女は、昨年は、学生でした。

２．あなたは、きのう、おこっていました。

３． 私たちは、東京にいました。

( ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ).

( ）（ ）（ ）（ ).

( ）（ ）（ ）（ ）.
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Memo

単語とフレーズ

Memo

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （１）be動詞の過去の文

yesterday [名] 昨日

last night 昨夜

angry [形]おこって

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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Memo

ポイントと例文

be動詞をつかった過去の否定文の作り方

was, were の使い分け

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （２）be動詞の過去の否定文

Point!

・ 否定文「～ありませんでした。」は、

be動詞の過去形(was , were)＋notで表す。

I was not busy yesterday .

きのう私は、忙しくなかった。

（過去の肯定文） I was busy yesterday.

「私は昨日いそがしかった。」

（過去の否定文） I was not busy yesterday.

「私は昨日いそがしくなかった。」

例：私は昨日いそがしくなかった（ありませんでした。）

be動詞（過去形）のあとにnotをいれるだけ！

The book was not [ wasn't  ] new .

She was not  [ wasn't ]  kind .

We were not [ weren't ]  in the park .

・短縮形
was  not → wasn't
were  not  → weren't
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Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （２）be動詞の過去の否定文

カッコの中の単語を並びかえて、英文を完成させよう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字にかえてください。）

１．私は元気ではありませんでした。

( not , was , I )  fine .

２．その本は古くありませんでした。

( the , wasn't , book )  old .

３． きのう私たちは、ここにいなかった。
( here , we , not , were )  yesterday .

fine.

old.

yesterday.

次の英文を作ろう。

２．トムのおじいさんは野球選手ではなかった。

１． あなたたちはきのう疲れていませんでした。

３．先週の日曜日それらのビンは、からではなかった。

（ビン：bottle, から：empty)

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）.

（ ）（ ）（ ）a
（ ）（ ）.

empty [形] からの

in the park 公園で

kind [形] 親切な

here [副] ここに

baseball [名] 野球

player [名] 選手

yesterday [名] 昨日

last Sunday 先週の日曜日

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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Memo

ポイントと例文

was , were を使った疑問文の作り方

was , wereを使った疑問文の答え方

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （３）be動詞の過去の疑問文と答え方

Point!
・ 過去の疑問文「～でしたか」、「（～に）いましたか。」は、

was, were を主語の前に置く。
・ 答えの文は、 Yes,～was（were)

No,～was（were) notの形になる。

Were you in Canada last year?

あなたは去年カナダにいましたか。

( あなたは去年カナダにいました。)

( あなたは去年カナダにいましたか。)

( 肯定文 ) You were in Canada last year .    

( 疑問文 ) Were you in Canada last year?

was were の疑問文も、現在の時と同じように

was were を主語の前に出す！

例： Were you in Canada last year?
（あなたは去年カナダにいましたか。）

― はい、いました。― Yes, I was.

― いいえ、いませんでした。― No, I was not.

= wasn't

(答え方)

・ 短縮形 was  not → wasn't
were  not   → weren't
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Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （３）be動詞の過去の疑問文と答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中の単語を並びかえて、英文を完成させよう。
（ただし、先頭の単語の 初の文字は大文字にかえてください。）

１．彼女は昨日、しあわせでしたか。

( happy , was , she ) yesterday?

２．あなたは昨日、家にいましたか。

( you , at home , yesterday , were ) ?

３． ２．に対して、「いいえ、いませんでした。」と答えてください。

( wasn't , I , no, ) .

yesterday?

?

.

①次の英文をかっこの語を使って、疑問文に書きかえ、
②かっこ内の語を使って答えなさい。

１．The students are tired. ( yesterday )

２．The soccer game is exciting. ( last night ) 

( Yes )

①

②

①

② ( No )

in the park 公園で

kind [形] 親切な

here [副] ここに

baseball [名] 野球

player [名] 選手

yesterday [名] 昨日

last Sunday 先週の日曜日

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形

104



Memo

ポイントと例文

There was(were) + 名詞 + 場所

基本問題

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （４）There was (were)～の文

Point!
・ 「～がありました(いました)」というときは、

There was(were) ～+名詞+場所であらわす。

・ 名詞が単数のときは was 、

複数のときは were を使う。

There was a flower shop near the station.

駅の近くに花屋さんがありました。

( 単数 )
(駅の近くに１軒の花屋さんがありました。)

(駅の近くにいくつかの（数軒の）花屋さんがありました。)

There was a flower shop near the station.

There were some flower shops near the station.( 複数 )

複数を表す語句は、some の他に、many などがあるよ！

※疑問文・否定文のときは
anyにかわる！

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．机の上に1冊の本がありました。

There ( was , were ) a book on the desk.

２． かばんの中にボールが10個ありました。

There ( was , were ) 10 balls in the bag.

３．壁に数枚の絵がかかっていましたか。

( Was , Were ) there any pictures on the wall?
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Memo

応用問題

単語とフレーズ

Memo

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （４）There was (were)～の文

英文を作ってみよう。

１．私の家の近くに一軒郵便局がありました。（郵便局：post office）

( ）（ ）（ ）（ ）（ )

( ) my house . 
２．あなたの住んでいた町で、いくつかのお祭りがありましたか。

― はい、ありました。(お祭り：festival ）

３． 公園には子供たちが１人もいませんでした。

( ）（ ）（ ）（ ）

（ ) in the park .  

( ）（ ）（ ）（ ) 
in your home town ?
― ( ), ( ）（ ) . 

on the wall 壁に

post office [名] 郵便局

home town ふるさと、( 現在住んでいる ) 町

festival [名] 祭り

yesterday [名] 昨日

last year 去年

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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Memo

ポイントと例文

どのように変化するか

主語によって変わるの？

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （５）一般動詞の過去

Bill played baseball yesterday.

ビルは昨日野球をしました。

Point! 
• 過去に起こったことを表す場合、一般動詞は

後ろに”d” や ”ed” がついて変化します。

現在形 過去形
like (～が好きだ） liked
play (～をプレイする） played
enjoy (～を楽しむ） enjoyed
open (～を開ける） opened
work (働く） worked
live (住む） lived

“d” か “ed” どちらかをつければいい？

もっと複雑!!

そうではない

“e”で終わってい
る単語は”d”、
それ以外は ”ed”

例： ～は野球をしました。

I played baseball.
私

あなた

彼/彼女

私たち

あなたたち

彼ら

You played baseball.

He played baseball.
She played baseball.

We played baseball.

You played baseball.

They played baseball.

１人称
単数 複数

２人称

３人称

主語によって変わらないんだ。ほっ。 ※代名詞ｓｈｅ（彼女）の例文も載
せておきます。
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Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形 （５）一般動詞の過去

カッコの中の単語をえらんで英文を完成させよう。

３． 吉永さんは去年、韓国(South Korea)に住んでいました。

Mr. Yoshinaga ( live , lives , lived ) in South Korea last year.

１． 私はそのドアを開けました。

I ( opened , opend , open ) the door.

２． 彼女は昨夜、ピアノを演奏しました。

She ( plays , playd , played ) the piano last night.

英文を作ってみよう

１．彼らは昨日サッカーをしました。

２．私たちはそのパーティー (party) を楽しみました。

３． 坂口さんは去年、福岡に住んでいました。

Mr. Sakaguchi ( ）（ ) Fukuoka ( ）

（ ).  

( ）（ ）（ ）（ ).  

( ）（ ）（ ）（ ).  

enjoy [動] 楽しむ

work [動] 働く

South Korea [名] 韓国

open [動] 開ける

door [名] ドア

party [名] パーティー

yesterday [名] 昨日

last year 去年

新しい動詞を覚えるときには、過去形もチェックしようね。

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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Memo

（６）規則動詞の過去形の作り方

ポイントと例文

どのように変化するか（おさらい）

過去形の変化のパターン

Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

We studied Japanese history last year.

私たちは去年、日本史を学習しました。

Point! 
• 動詞によっては、d, ed 以外に変化する場合があります。

現在形 過去形
like (～が好きだ） liked
play (～をプレイする） played
enjoy (～を楽しむ） enjoyed
open (～を開ける） opened
work (働く） worked
live (住む） lived

“d” か “ed” どちらかをつければいい？

そうではない

“e”で終わってい
る単語は”d”、
それ以外は ”ed”

規則的に変化する

不規則的に変化する

過去形の変化

d

ed

y を i にかえてed

子音字を重ねてed

三人称・単数・現在形の
have ⇒ hasのような形

← 基本形

つづりに
よって変
わる
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Memo

規則変化のパターン

基本問題

応用問題

（６）規則動詞の過去形の作り方Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

規則的に変化する

d

ed

y を i にかえて ed

子音字を重ねてed

play⇒ played ふつうの動詞

パターン 例 どんな時にこのパターン？

like⇒ liked e で終わる動詞

study⇒ studied 子音字+yで終わる動詞

stop⇒ stopped 短母音+子音字で終わる動詞

４つ目のパターンはややこしいから不規則変化の
ように覚えてしまったほうが早いかも。

以下の単語の過去形を答えよう。（すべて規則的に変化します。）

１． play （球技をする)

２． move （動く)

３． close （閉める)

４． study （学習する)

⇒ 過去形

⇒ 過去形

⇒ 過去形

⇒ 過去形

５． drop （落とす) ⇒ 過去形

６． carry （持ち運ぶ) ⇒ 過去形

７． look （見る) ⇒ 過去形

動詞の変化に気をつけながら、英文を作ってみよう。

１．彼はドアを閉めた。

２．昨日、お父さんが夕食を料理しました。(料理する: cook）

３． 真司が昨日、私のパソコンを使った。 (使う: use）

Shinji （ ） my computer （ ）.

（ ）（ ） the door.

My father （ ）（ ） yesterday.

４． 彼らが私のバッグを運んだ。 (運ぶ: carry）

They （ ） my bag.

☆補足☆
playには他に、
・遊ぶ
・（楽器を）演奏する
・（フィルムなどを）再生す
る
・芝居をする
・試合を行う・・・
などいろいろな意味があ
るよ。
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Memo

単語とフレーズ

Memo

（６）規則動詞の過去形の作り方Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

stop [動] 止まる、やめる

close [動] 閉める

cook [動] 料理する

use [動] 使う

carry [動] 運ぶ

動詞を覚えるときは、過去形も確認しようね。
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ポイントと例文

「いつ？」をあらわす語句 ago

「いつ？」をあらわす語句 last

（７）過去を表す語句Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

I called you last night.

昨晩、君に電話したよ。

Point! 
• 過去をあらわす文で「いつ」を表現する語句を

学習しよう

数字を入れて「～前」をあらわす

3日前 three days ago

second (秒） minute（分） hour（時間)
week（週間） month（ヶ月） year（年）

さらに便利な表現

long time ago … だいぶ前

a little while ago … ついさっき

期間をあらわす表現のうしろに「ago」をつける。
前置詞との違いに注意しよう。

「直近の～、前回の～」という表現

去年 last

～ week（先週） ～month（先月）
～ Sunday（先週の日曜日） ～ Summer （前の夏）
～ night（昨夜） ～ weekend（週末）

year

last this next

前回の 今回の 次回の

Lesson3　be動詞・一般動詞の過去形
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

（７）過去を表す語句Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

正しい英文にするために、｛ ｝の中から正しい単語に丸をつけよう。

１． 3分前に電話したよ。

I called you
last
three
ago

three
hours
minutes

ago
before
minutes

.

２． 先週電話したよ。

I called you
last
week
before

week
ago
before

.

英文を作ってみよう。

１．田中さんは３ヶ月前に引越しました。（引っ越す：move）

２．私たちは先週末ゴルフをしました。 （ゴルフ：golf）

３．私は2週間前に宿題を終えました。(終える：finish）

I（ ）my homework（ ）（ ）（ ）.

We（ ）（ ）（ ）（ ）.

４． 麻里子は朝食の前にピアノを練習した。

Mariko（ ）the piano（ ）（ ）.

Mr. Tanaka（ ）（ ）（ ）（ ）.

call [動] 電話する

ago [副] ～前に

weekend [名] 週末

move [動] 引っ越す

month [名] ～ヶ月

golf [名] ゴルフ

finish [動] 終わる、終える

動詞を覚えるときは、過去形も確認しよう。
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ポイントと例文

過去形の変化のパターン

不規則動詞、いろいろ

（８）不規則動詞の過去形Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

He went to school last Saturday.

彼は前の土曜日に学校に行きました。

Point! 
• 過去形が不規則に変化する動詞を覚えよう。

規則的に変化する

不規則的に変化する

過去形の変化

d

ed

y を i にかえてed

子音字を重ねてed

三人称・単数・現在形の
have ⇒ hasのような形

← 基本形

つづりに
よって変
わる

現在形 過去形
go (行く） went

have (持っている） had
eat (食べる） ate
give (与える） gave

put (置く） put
get (得る） got

不規則動詞は基本的に覚えるしかないので、しっかり復習しよう。
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

（８）不規則動詞の過去形Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

カッコの中から単語を選んで正しい英文にしよう。

１．私たちは、昨晩、お好み焼きを食べた。

We ( eat , ate , eats ) okonomiyaki last night. 

３．お母さんは先週買い物に行った。

My mother ( goed ,  goes , went ) shopping last week.

２．健太は今朝遅く起きた。

Kenta ( get , gets , got ) up late this morning. 

４．私は夢を持っていた。

I ( have , has , had ) a dream.

英文を作ってみよう。

１．彼らは３年前、犬を飼っていました。

２．健二は昨夜、早く寝た。

３．私たちは前の春に結婚しました。（結婚する: get married)

４．私は今朝、その鍵をこのテーブルの上に置きました。

（ ）（ ）a dog（ ）（ ）（ ）.

Kenji（ ） to bed early （ ）（ ）.

We（ ） （ ）（ ）（ ）.

I（ ）the key on this table（ ）（ ）.

put [動] 置く

dream [名] 夢

go to bed 寝る

get married 結婚する

spring [名] 春

key [名] 鍵

table [名] テーブル

動詞を覚えるときは、過去形も確認しよう。
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ポイントと例文

一般動詞の過去形の否定文

主語が３人称単数の場合は？

（９）一般動詞の過去形の否定文Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

I didn't go to school yesterday.

彼は昨日、学校へ行きませんでした。

Point! 
• 過去の否定文は「didn't + 動詞」で表現する。

• 主語が３人称、単数でも同じ。

例） 私は学校に行きませんでした。

（現在形）私は学校へ行きません。

I

⇒ I don't go to school.

I did not go to school.

I didn't go to school.

did not go to school.

現在の否定文のdon't をdidn'tに変えるだけでいいんだね。

例） 彼は学校に行きませんでした。

（現在形）彼は学校へ行きません。⇒ He doesn't go to school.

He did not go to school.

He did not go to school.

He didn't go to school.

主語にかかわらず「didn't + 動詞の原形」、簡単だね。
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

（９）一般動詞の過去形の否定文Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

カッコのア～ウから正しい単語を選んで英文を作成しよう。

１．彼は昨夜、勉強しなかった。

He                                                 last night.
ア) don't
イ） doesn't
ウ) didn't

ア) studies
イ） studied
ウ) study

２．私は今朝、朝食を食べませんでした。

I  breakfast  this morning.
ア) isn't
イ） didn't
ウ) don't

ア) have
イ） has
ウ) had

英文を作ってみよう。

１．私は今朝、ドアをロックしませんでした。（ロックする：lock）

２．ナオミはコーヒーが好きではありませんでした。

３．私たちは当時、幸せとは感じませんでした。（感じる：feel）

Naomi （ ）（ ） coffee.

４．春樹はその本を全く読みませんでした。

Haruki （ ）（ ） the（ ） at all.

（ ）（ ）（ ） the door this morning.

（ ）（ ）（ ） happy at that time.

lock [動] ロックする。カギをかける

coffee [名] コーヒー

feel [動] 感じる

happy [形] 幸せな

at that time 当時

read [動] 読む ⇒ 過去形 read

発音注意！

「read」は不規則動詞だよ。辞書で過去形を調べてみよう。
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ポイントと例文

一般動詞の過去形の疑問文

主語が３人称単数の場合は？

（１０）一般動詞の過去形の疑問文Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

Did you enjoy the party last night? 

あなたは昨夜、パーティーを楽しみましたか。

Point! 
・ 過去のことを聞く疑問文は「Did + 主語 + 動詞の原型」で

表現する。

例） あなたはパーティーを楽しみましたか。

（現在形）あなたはパーティーを楽しみますか。

you

⇒ Do you enjoy the party?

Did you enjoy the party?

Did enjoy the party?

現在の疑問文のDo を Did に変えるだけでいいんだね。

例） 彼はパーティーを楽しみましたか。

（現在形）彼はパーティーを楽しみますか。

⇒ Does he enjoy the party?

he

Did he enjoy the party?

Did enjoy the party?

主語が３人称単数でも変わらないね。
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Did ～ ? への答え方

Did ～ ? への答え方（３人称）

基本問題

（１０）一般動詞の過去形の疑問文Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

ランチ食べた？

Did you have lunch?

はい（私はランチを食べました）

Yes, I did.

いいえ（私はランチを食べていません）

No, I didn't.

Yes, I did. / No I didn't で答えればいいんだね。

彼、ランチ食べた？

Did he have lunch?

はい（彼はランチを食べました）

Yes, he did.

いいえ（彼はランチを食べていません）

No, he didn't.

主語がhe でも全く同じだね。

例文を過去形の疑問文に変えた英文を作ってみよう。

１．あなたは買い物に行く。 ⇒  You go shopping.

２．彼は（１匹の）ネコを飼っています。 ⇒ He has a cat.

[過去の疑問文] あなたは買い物に行きましたか。

[過去の疑問文] 彼は（１匹の）ネコを飼っていましたか。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）?

（ ）（ ）（ ）（ ）?
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応用問題

単語とフレーズ

Memo

（１０）一般動詞の過去形の疑問文Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

以下の会話文を完成させよう。

１． A: 「あなたはその映画を見ましたか。」 （見る：see）

B: 「はい、見ました。」

A: （ ）（ ）（ ）the movie?

B: （ ）,（ ）（ ）.

２． A: 「直樹（Naoki）はそのニュースを知っていましたか。」

B: 「いいえ、知りませんでした。」

B: （ ）,（ ）（ ）.

see [動] 見る ⇒ 過去形 saw

know [動] 知っている ⇒ 過去形 knew

A: （ ）（ ）（ ） the news?

☆補足☆
一般的には
映画をみるときはsee
テレビをみるときはwatch
を使うよ。
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ポイントと例文

疑問詞を使った過去形の疑問文

疑問詞とその答え方

（１１）疑問詞を用いた疑問文（過去）Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

Where did you stay last night? 

あなたは昨夜、どこに泊まりましたか。

Point! 
• Where や Whenを使って過去のことを聞く表現を

学習しよう。

例）あなたは昨夜、どこに泊まりましたか。

（疑問詞なし）あなたは昨夜、泊まりましたか。

you

⇒ Did you stay last night?

Where

Where did you stay last night?

did stay last night?

どこに？

聞きたい疑問詞を一番前に。現在形と同じだね。

どこに泊まったの？ Where did you stay?

久美子の家に泊まったの。

I stayed at Kumiko's house.

何をしていたの？ What did you do?

一晩中トランプをしていたの。

We played card all night.

いつ寝たの?  When did you go to bed?

２時間前よ。

I went to bed two hours before.
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

（１１）疑問詞を用いた疑問文（過去）Lesson3 be動詞・一般動詞の過去形

カッコの単語を並び替えて英文を作ってみよう。
ただし、先頭にくる単語は大文字ではじめてください。

１．あなたは先週末、何をしていましたか。

( you , did , what , weekend , last , do )?

?
２．健吾は３年前どこに住んでいましたか。

( Kengo , live , ago , three , did , years , where )?

?

３．ジョンソンさんはいつ日本に来たんですか。

( did , Mr. Johnson ,  when , come , Japan , to )?

?

以下の会話文を完成させよう。

１． A: 「あなたはどこでそのゲームを手に入れましたか。」

B: 「私は秋葉原でこれを手に入れました。」 （手に入れる：get）

A: （ ）（ ）（ ）（ ） the game?

B: I （ ）（ ） at Akihabara.

２． A: 「由美はどうやってこのボトルを開けたんだ。」

B: 「彼女はナイフを使って開けたよ。」

A: （ ）（ ）（ ）（ ） the bottle?

B: （ ）（ ） with a knife.

getの過去形に注意！

目的語は省略

stay [動] 泊まる

what [代名] 何の

do [動] する

play cards トランプをする

get [動] 手に入れる

bottle [名] ボトル

how [副] どうやって

knife [名] ナイフ
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ポイントと例文

現在進行形の意味

現在進行形の形

Point!

・ 「(今)～しています。」と英語で言うとき

は現在進行形（ am, is, are＋一般動詞 ing )で

表すことができる。

I  am playing tennis.

私はテニスをしています。

（現在形） I play tennis. 「私はテニスをします。」

今テニスをしているわけではない！
（習慣を表しているだけ）

（現在進行形） I am playing tennis.
「私はテニスをしています。」

今テニスをしている最中である！

am
is

are

＋ 一般動詞＋ing

am [ is/are ]＋一般動詞＋ingで
「(今)～しています[しているところです]。」
と現在行われている動作を表す。

例：

（現在形）： I cook. 私は料理をします。

（現在進行形）： I am cooking. 料理をしているところです。

Lesson4 進行形 （１）現在進行形の形と意味
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

(   )に単語を入れて、次の文を進行形の文にかきかえよう。

① You clean your room.

→ You are  ( ) your room.

② He plays tennis. 

→ He  is ( ) tennis.

③ I study English.    

→ I ( ) ( ) English.

英文を作ってみよう。

① 私は、食べています。

( ) ( ) ( ) .

② 私は、母を手伝っています。

(  ) ( ) ( ) ( )
( ).

③ 私は、ピアノを弾いています。（短縮形を使って）

(   ) ( ) ( ) ( ).

Lesson4 進行形 （１）現在進行形の形と意味

walk ［動］歩く

eat ［動］食べる

play the piano ピアノをひく

help ［動］手伝う
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Lesson4 進行形 （２）現在進行形の文 am, is, areの使い分け

ポイントと例文

現在進行形の文 am ,is ,areの使い分け

基本問題

Point!

・ 現在進行形の文am[ is, are ]+ 動詞の-ingは

主語によって（am, is, are）を使い分ける。

I am cooking now.

私は今、料理をしています。

例： ～は、今、料理をしています。

（私） I am cooking now. 私は今、料理をしています。

（彼） He is cooking now. 彼は今、料理をしています。

（彼ら）They are cooking now. 彼らは今、料理をしています。

主語が、I（私）のときは am

you, we, they 複数形のときは、are

３人称単数（he, she, it, Johnなど）のときは、isを使う！

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① Mary  ( is , am , are ) playing tennis.

② You ( am , are , is ) eating now.

③ We ( am , is , are ) watching TV.

④ She ( is , am , are ) walking.
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Lesson4 進行形 （２）現在進行形の文 am, is, areの使い分け

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を作ってみよう。

① 私は、宿題をしています。

（ ）（ ）（ ）my homework.

② 私の父は、車を洗っています。

（ ）（ ）（ ）（ ）his car.

③ 私の友人たちは今、図書館で勉強しています。

（ ）（ ）（ ）（ ）

in the library now.

watch ［動］見る

TV ［名］テレビ

letter ［名］手紙

wash ［動］洗う

do (one's) homework 宿題をする
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Lesson4 進行形 （３）現在進行形の文/動詞の-ing形の作り方

ポイントと例文

動詞の-ing形の作り方

基本問題

I am running now.

私は今、走っています。

Point!

・ 「動詞＋ing の作り方」

動詞にそのままing をつける場合と

それ以外の場合がある。

① ふつうの場合

そのまま-ingをつける read → reading

play → playing

② eで終わっているとき

eをとって-ing make → making

write → writing

③ 語尾が《短母音＋子音字》

子音字を１字重ねて-ing run → running

sit → sittinga  i u  e  o

次の動詞のing形を書きなさい。

①walk ( ) ②cut ( ) 

③go ( ) ④stop ( )

⑤come( ) ⑥clean( )

⑦have( ) ⑧swim( ) 
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Lesson4 進行形 （３）現在進行形の文/動詞の-ing形の作り方

英文を作ってみよう。

① Tomは、手紙を書いています。

（ ) ( ) ( )  a letter.

② あなたたちは、海で泳いでいます。

( ) ( ) ( )  in the sea.

③ 彼らは、よい時間を過ごしています。

( ) ( ) ( )  a good time.

応用問題

単語とフレーズ

Memo

sit  ［動］座る

make ［動］作る

swim ［動］泳ぐ

come ［動］来る

clean ［動］きれいにする

have ［動］持つ

have a good time よい時間を過ごす
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Lesson4 進行形 （４）過去進行形の形と意味

ポイントと例文

過去進行形の意味

過去進行形の形

Point!
・「～していた」「～しているところだった」

のように、過去のある時に、ある動作が行われていた
(進行していた）ことを表すとき、
過去進行形「was(were)＋動詞ing」を使う。

I was playing soccer then. 

私はその時サッカーをしていました。

（過去形） I played soccer.
「私はサッカーをしました。」

過去の習慣を言っているだけ！

（過去進行形）I was playing soccer then .
「私はその時サッカーをしているところでした。」

その時サッカーをしている最中であった！
（つまり、サッカーをするという動作が進行していた。）

（していました。）

was, were ＋ 一般動詞＋ing

「～していた。」「～しているところだった。」

現在進行形の文のbe動詞（am, is, are）を
過去形のbe動詞（was, were)にかえるだけ！

《例》

現在進行形 I  am reading  a  book .
(私は本を読んでいます。)

過去進行形 I           reading a  book .
(私は本を読んでいるところだった。)

was
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Lesson4 進行形 （４）過去進行形の形と意味

was, were の使い分け

基本問題

応用問題

例：～は歩いていました。

（私） → I was walking.        

（あなた） → You were walking. 

（あなたたち） → You were walking. 

（彼女） → She was walking.

（それ） → It was walking.

was, wereは主語によって変わる！

① I am cleaning my room. 

I （ ）（ ）my room then. 

② We are playing tennis.

We （ ）（ ）tennis at that time.

③ Tom helped his mother.

Tom （ ）（ ）his mother.

過去進行形をつかって、英文を作ってみよう。

① メアリーは、歌を歌っていました。

Mary (  ) ( ) (  ) (  ).

② あの赤ちゃんはそのとき眠っていました。

That (  ) ( ) (  ) ( ) .

③ 彼女は、そのとき電話で話していました。

(  ) (  ) (  ) ( ) the 
phone (  ) (  ) (  ).

次の文の（ ）に単語を入れて、過去進行形の文に書きかえよう。
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Lesson4 進行形 （４）過去進行形の形と意味

then そのとき

at that time そのとき

take ［動］取る

listen to music ［動］音楽を聴く

sing ［動］歌う

song ［名］歌

talk ［動］話す

talk on the phone 電話で話す

単語とフレーズ

Memo
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Lesson4 進行形 （５）過去進行形の疑問文と否定文

ポイントと例文

過去進行形の疑問文のつくり方

過去進行形の疑問文の答え方

Point!
・ 過去進行形の疑問文はwas, wereを文の先頭に出す。

また、否定文はwas, wereの後ろにnotをおく。

（疑問文） Was he playing soccer?

彼はサッカーをしていましたか。

（否定文） He was not playing soccer.

彼はサッカーをしていませんでした。

Was [Were] +主語 + 動詞の-ing形～?

「～していましたか」

He played soccer.    
(彼はサッカーをしました。）

He was playing soccer.
(彼はサッカーをしていました。）

(過去形)

(過去進行形)

(過去進行形の疑問文) Was he playing soccer?
(彼はサッカーをしていましたか。）

疑問文はwas, wereを文の先頭に出す!

Yes → Yes, he was .

はい、していました。

No → No, he was not [ wasn't ].

いいえ、していませんでした。
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Lesson4 進行形 （５）過去進行形の疑問文と否定文

過去進行形の否定文

基本問題

応用問題

主語 + was [ were ] + not + 動詞の-ing形

「～していませんでした」

He was playing soccer. 
(彼はサッカーをしていました。）

(過去進行形)

(過去進行形の否定文) He was not playing soccer.
(彼はサッカーをしていませんでした。）

否定文はwas, wereの後ろにnotをおく!

次の英文を、(   ) の指示にしたがって書きかえなさい。

① She was studying Chinese . (疑問文に)

( ) ( ) ( )  Chinese?

② You were playing the piano . (否定文に)

( ) ( ) ( ) ( ) the piano.

③ Was Tom running in the park? (Yesで答える)

( ), ( ) ( ).

過去進行形をつかって、英文を作ってみよう。

① アヤカは、音楽を聴いていましたか。

( ) ( ) ( ) to music?

② あなたは、テレビを見ていましたか。

－ はい、見ていました。

( ) ( ) ( ) ( )?

－ ( ) , ( )( ).

③ 私の弟は、宿題をしていませんでした。

( ) ( ) ( ) ( ) 
( )his homework.
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Lesson4 進行形 （５）過去進行形の疑問文と否定文

単語とフレーズ

Chinese [名]中国語

listen to music [動]音楽を聴く

do (one's) homework 宿題をする

Memo
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Lesson4 進行形 （６）過去進行形と接続詞when

ポイントと例文

接続詞 When 「～するとき、…」

基本問題

Point!

・ ２つの文をつないで「～するとき、･･･」というときは、

When ～，･･･で表す。

・ 接続詞Whenは文の後半におくこともできる。その場合、

コンマ(，)はいらない。

When I got up, it was raining.

私が起きたとき、雨が降っていました。

When I got up, it was raining.

私が起きたとき、雨が降っていました。

When～，…は2つの文をつないで「～するとき、…」
という意味を表す。

When～ は文の後半に置くこともできる。
その場合はwhenの前にコンマ ( , ) は不要。

It was raining when I got up.

私が起きたとき、雨が降っていました。

次の文のかっこにあてはまるところにwhenを、あてはまらないところには×を入れ
よう。

① ( )I got up, ( ) it was snowing.
私が起きたとき、雪が降っていました。

② ( )I came home,( ) my son was 
sleeping .

私が家に帰ったとき、私の息子は眠っていました。

③ ( )Mary's mother was cooking ( ) 
Mary came home.

メアリーが家に帰ったとき、メアリーのお母さんは料理をしていました。
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Lesson4 進行形 （６）過去進行形と接続詞when

応用問題

単語とフレーズ

it [代名詞] 天気を表す用法
日本語には訳さない

rain [動] 雨が降る

snow [動] 雪が降る

get up 起床する

go to ～に行く

schoolyard [名] 校庭

次の２つの英文をかっこの指示にしたがって、１つの文にしよう。

① I came home.  My sister was watching TV. 
(Whenから始めて、私が家に帰ったとき となる文に)

② My grandfather is tired.  I usually help him.
(Whenから始めて、祖父が疲れていたとき となる文に)

③ Tom was playing soccer.  John went to the schoolyard.
(Tomから始めて、ジョンが校庭に行ったとき となる文に) 
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Lesson4 進行形 （７）現在進行形の否定文

ポイントと例文

現在進行形の否定文

基本問題

Point!

・ 「(今)～しているところではありません。」というときは、

be動詞(am, is, are) の後ろにnot を置いて、

一般動詞のing形。

I am not practicing judo.

私は柔道の練習をしているところではありません。

（肯定文） I am practicing  judo.

私は、柔道を練習しています。

（今）～していません（しているところではありません。）

（否定文） I am not practicing judo.

私は、柔道を練習しているところではありません。

否定文はam, is, are の後ろにnot を置いて、動詞の-ing

次の英文を否定文にしてみよう。

① I am watching TV .

I (  )(  )( ) TV. 

② They are listening to music .

They (  )(  ) to music.

③ Robin is washing his dog .

(  )(  )(  )(  ) his dog.
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Lesson4 進行形 （７）現在進行形の否定文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を作ってみよう。

① 彼らは、バドミントン (badminton) を練習していません。

(  ) (  ) (  ) (  ) 
(  ) .

② あの赤ちゃんは、今眠っていません。

(  ) ( ) ( ) (  ) 
(  ) .

③ 私の姉は今、ケーキを作っていません。

(  ) (  ) (  )(  ) a 
cake  (  ) .

practice [動] 練習する

judo [名] 柔道

wash [動] 洗う

badminton [名] バトミントン

make [動]作る

cake [名]ケーキ
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Lesson4 進行形 （８）現在進行形の疑問文と答え方

ポイントと例文

現在進行形の疑問文と答え方

基本問題

Point!

・ 「(今)～していますか (しているところですか)」というときは、

be動詞(am･is･are)を主語の前にだす。

Is Kenji practicing judo?

ケンジは柔道の練習をしていますか。

（疑問文） Kenji practicing judo?

ケンジは柔道の練習をしていますか。

（肯定文） Kenji is practicing judo.

ケンジは柔道を練習しています。

（答え方） Yes → Yes , he is.
はい、しています。

No → No , he is not.
いいえ、していません。

Is

次の英文を、(    )内の指示にしたがって書きかえなさい。

① Tom is reading the book. ( 疑問文に )

( ) (  ) (  ) the book?

② They are looking for the ball. ( 疑問文に )

(  ) (  ) (  ) for the ball?

③ Are you studying English now? ( Yesで答える )

(  ) , (  ) (  ).
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Lesson4 進行形 （８）現在進行形の疑問文と答え方

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を作ってみよう。

① Robinは今、お父さんを手伝っていますか。

(  ) (  ) (  ) his (  ) (  ) ?

② あなたたちは今、テニスを練習していますか。

(  ) (  ) (  ) (  ) 
(  ) ?

③ Maryは、犬と散歩をしているところですか。 ( take a walk：散歩する )
― いいえ、していません。

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
with her dog?

― (  ) , (  ) (  ) .

practice [動] 練習する

judo [名] 柔道

look for 探す

take a walk 散歩する

help [動] 手伝う

イークルース　中学英文法Ⅰ

141



Memo

Lesson4 進行形 （９）疑問詞を用いた現在進行形の疑問文と答え方

ポイントと例文

What ～doing? の文

What ～doing? の文の答え方

Point!

①｢～は(今)何を～していますか(いるところですか)｣
とたずねるときは、

《 What + am･is･are + 主語 + doing? 》で表す。

②答え方は、Yes / No を使わず、

am･is･are + 動詞ingの形で何をしているのかを具体的に

答える。

What are you doing?

あなたは何をしていますか。

（ふつうの疑問文） Are you doing?

あなたはしていますか。

｢ ～は何を～していますか (しているところですか)。｣

（Whatの疑問文） What are you doing?

《 What + am･is･are + 主語 + doing? 》で表す。

あなたは何をしていますか。

（答え方） I am ( I'm ) cooking.

私は料理をしています。

・ Yes / No を使わない。

・ 何をしているのかを具体的に答える。

・ 現在進行形の形《 am･is･are + 動詞の-ing 》の形で！

What are you doing?  あなたは何をしていますか。
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Lesson4 進行形 （９）疑問詞を用いた現在進行形の疑問文と答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

(  )の中の単語を並びかえて、英文を完成させよう。
（ただし先頭の単語の最初の文字は大文字にかえて下さい。）

① あなたは今、何をしていますか。

( are , you , what ) doing now?

doing now?

② 彼らは何をしていますか。

( they , are , what , doing )?

?

③ ②に対して、｢彼は友達と話しています｡｣

( is , talking , he ) with his friend.

with his friend.

英文を作ってみよう。

① その生徒は今、何をしていますか。

(  ) (  ) (  ) (  ) 
(  ) (  )?

②①に対して、

―食堂で昼食を食べています。

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) the cafeteria.
― では、何を食べていますか。

Then, (  ) ( ) (  ) (  ) ?
―「本日のおすすめ」を食べています。( today's specialty :本日のおすすめ )

(  ) (  ) (  ) (  ) 
(  ) .

cafeteria [名] 食堂、カフェテリア

then それでは

today [名] 今日

specialty 特別

today's specialty 今日の特別料理
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ポイントと例文

willを使った未来の文
「～するつもりです ・ ～するでしょう」の作り方

will の短縮形

Lesson5 未来形 （１）未来を表す表現will

Jane will go to the park tomorrow.

ジェーンは明日公園に行くでしょう。

Point!

① 「～するつもりです・～するでしょう」という

未来の意味を表すときは、will+動詞の原形を使う。

② willは主語が何であっても形は変わらない。

例：私は今度の土曜日にテニスをするつもりです。

（現在） I play tennis.

私はテニスをする。

（未来） I will play tennis next Saturday.

私は今度の土曜日にテニスをするつもりです。

I  will → I'll

we  will → we'll

you  will → you'll

she  will → she'll

he  will → he'll

it  will → it'll

they  will → they'll

すべて後ろに「 'll 」をつけるだけ。

Lesson5　未来形

144



Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

park ［名］公園

tomorrow ［副］明日

play ［動］（スポーツを）する・（楽器を）演奏する

tennis ［名］テニス

Saturday ［名］土曜日

Tuesday ［名］火曜日

piano ［名］ピアノ

busy ［形］忙しい

evening ［名］晩・夕方

next year 来年

Lesson5 未来形 （１）未来を表す表現will

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 彼は明日ここに来るでしょう。

He ( are , is , will ) come here tomorrow.

② 私は今度の火曜日にその本を買うつもりです。

( I'm ,  I'll , You'll ) buy the book next Tuesday.

③ ユカは明日ピアノを弾くでしょう。

Yuka  ( is , are , will ) play the piano tomorrow.

英文を作ってみよう。

① ケンは明日忙しいでしょう。

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

② 彼女は今晩ここに来るでしょう。（短縮形を使って）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

③ 私の父は来年45歳になります。

( ) ( ) ( ) ( ) 45 years old 

( ) ( ).
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ポイントと例文

Willを使った未来の疑問文
「～するでしょうか？」の作り方と答え方

will not の短縮形

Lesson5 未来形 （２）willの疑問文

Will Taro go to the park tomorrow?

タロウは明日公園に行くでしょうか。

Yes, he will. No, he will not.
はい、行くでしょう。 いいえ、行かないでしょう。

Point!

① willを使った未来の疑問文「～するでしょうか。」は、

Will＋主語＋動詞の原形～? で表す。

② 答えが「はい」なら、Yes, ～ will.

答えが「いいえ」なら、No, ～ will not.で答える。

例：彼女は明日ここに来るでしょうか。

（肯定文） She will come here tomorrow.

彼女は明日ここに来る

でしょう。

（疑問文） Will she come here tomorrow?

彼女は明日ここに来るでしょうか。

（答え方） Yes, she will. はい、来るでしょう。

No, she will not. いいえ、来ないでしょう。

will not の短縮形は、won't で表す。

例： No,  he  will not.

→ No,  he  won't.

won'tの発音は間違えやすいので要注意！

ウォウント[ 発音記号はwount ] のように発音します。
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

park ［名］公園

afternoon ［名］午後

cold ［形］寒い、冷たい

visit ［動］訪ねる

grandmother ［名］おばあちゃん

Lesson5 未来形 （２）willの疑問文

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 彼らは今日の午後、公園に行くでしょうか。

( Will , Are , Do )  they  go  to  the  park  this afternoon?

② ①に対して「はい、行くでしょう。」と答えてください。

Yes, they  ( do , are , will ).

③ ①に対して、「いいえ、行かないでしょう。」と答えてください。

No, they  ( will , are , do ) not.

英文を作ってみよう。

① 明日は寒くなるでしょうか。 （寒い：cold)

（ ） it （ ）（ ）（ ）?

② あなたたちは明日おばあちゃんを訪ねますか。 （訪ねる：visit）

（ ）（ ）（ ） your grandmother tomorrow?

③ ②に対してNoで答えましょう。（短縮形を使って）

（ ）,（ ）（ ）.
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ポイントと例文

willを使った未来の否定文
「～しないでしょう。」の作り方

基本問題

Lesson5 未来形 （３）Willの否定文

Tom will not come here tomorrow.

トムは明日ここに来ないでしょう。

Point!

① willを使った未来の否定文「～しないでしょう。」は、

will not ＋動詞の原形 で表す。

② will not の短縮形は、won't で表す。

won'tはウォウント[ 発音記号はwount ] のように発音する。

例：彼女は明日公園に行かないでしょう。

（肯定文）

She will go to the park tomorrow.
彼女は明日公園に行くでしょう。

（否定文）

She will not go to the park tomorrow.
彼女は明日公園に行かないでしょう。

（否定文の短縮形）

She won't go to the park tomorrow.

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 彼らは明日野球をしないでしょう。（野球：baseball)

They ( are not , will not , do not ) play baseball tomorrow.

② 彼女は今日の午後駅に行かないでしょう。（短縮形を使って）

She ( doesn't , isn't , won't ) go to the station this afternoon.

③ 私は明日公園を走らないつもりです。（走る：run)

I ( will not , am not , do not ) run in the park tomorrow.
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応用問題

単語とフレーズ

Memo

park ［名］公園

baseball ［名］野球

station ［名］駅

run ［動］走る

buy ［動］買う

soccer ［名］サッカー

hot ［形］暑い

Lesson5 未来形 （３）Willの否定文

英文を作ってみよう。

① 彼女はその本を買わないでしょう。（買う：buy）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ).
② 私は明日サッカーをしないつもりです。 （サッカー：soccer）（短縮形を使って）

( ) ( ) ( ) ( )
( ).
③ 明日は暑くならないでしょう。 （暑い：hot）

It ( ) ( ) ( ) ( )
( ).
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ポイントと例文

be going to ～を使った未来の文
「～するつもり（予定）です」の作り方

be going to ～の短縮形

Lesson5 未来形 （４）未来を表す表現 be going to ～

I am going to play tennis tomorrow.
私は明日テニスをするつもりです。

Point!

① 「～するつもり（予定）です」と未来を表すときは、

be going to＋動詞の原形 を使う。

② beの部分は、主語に応じて am, are, is を使い分ける。

例：I→am

you, theyなどの複数→are

she, he, itなど三人称単数→is

③ toの後ろは、必ず動詞の原形にする。

例：私は今度の日曜日に友達を訪ねるつもりです。

（現在） I visit my friend.

私は友達を訪ねる。

（未来） I am going to visit my friend next Sunday.

私は今度の日曜日に友達を訪ねるつもりです。

be going to～は短縮形を使ってもよい。

I'm going  to ～

He's going to ～

She's going to ～

We're going to ～

They're going  to ～
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson5 未来形 （４）未来を表す表現 be going to ～

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 私たちは６時に夕食を食べるつもりです。（食べる：eat,  夕食：dinner）

We ( eat , are eating , are going to eat ) dinner at six.

② 彼は放課後にエミを訪ねるつもりです。（放課後：after school）

He ( is going to visit , is going to visits , visits ) Emi after 

school.

③ 彼らは明日バスケットボールをするつもりです。(バスケットボール：basketball）

They ( were playing , play , are going to play ) basketball 

tomorrow.

英文を作ってみよう。

① 彼女は来週大阪に行くつもりです。（大阪：Osaka, 来週：next week）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ).

② 雨が降りそうだ。（雨が降る：rain）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

③ ジョンとケンはまもなくここに来るでしょう。（まもなく：soon）

John and Ken ( ) ( ) ( )

( ) ( ) soon. 

visit ［動］訪れる、訪問する

eat ［動］食べる

dinner ［名］夕食

after school 放課後

basketball ［名］バスケットボール

rain ［動］雨が降る

here ［副］ここに、ここへ、ここで

soon ［副］まもなく、すぐに
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Lesson5 未来形 （５）be going to ～の疑問文

ポイントと例文

be going to ～を使った未来の疑問文
「～するつもり（予定）ですか。」の作り方と答え方

基本問題

Are you going to see Taro tomorrow?

あなたは明日タロウに会うつもりですか。

Yes, I am. はい、会うつもりです。

No, I am not. いいえ、会うつもりはありません。

Point!

① be going to～を使った未来の疑問文「～するつもり（予定）

ですか。」は、Be＋主語＋going to＋動詞の原形～？ で表す。

② 答えが「はい」なら Yes, ＋主語＋be動詞.で答える。

答えが「いいえ」なら No, ＋主語＋be動詞＋not.で答える。

短縮形を使うこともできる。

例：No, I'm not. No, he isn't. No, they aren't. など

例：彼は彼女を訪ねるつもりですか。

（肯定文） He is going to visit her.

彼は彼女を訪ねるつもりです。

（疑問文） Is he going to visit her?

彼は彼女を訪ねるつもりですか。

（答え方） Yes, he is. ／はい、彼は訪ねるつもりです。

No, he is not. (No, he isn't.)

いいえ、彼は訪ねるつもりはありません。

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 彼は明日宿題をするつもりですか。 （宿題：homework）

( Is , Are , Am ) he going to do his homework tomorrow?

② 彼らは放課後公園に行くつもりですか。 （放課後：after school）

Are they ( going to go , go , going ) to the park after  
school?

③ ②に対して、「いいえ、彼らは行くつもりはありません。」と答えてください。

No, they ( do not , were not , are not ).
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応用問題

単語とフレーズ

Memo

Lesson5 未来形 （５）be going to ～の疑問文

英文を作ってみよう。

① 彼らは今日の午後野球をするつもりですか。（野球：baseball, 午後：afternoon)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) this afternoon?

② あなたのお父さんは来週東京に行く予定ですか。

（東京：Tokyo, 来週：next week）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )?

③ ②に対して、「いいえ、彼は行く予定はありません。」と答えてください。（短縮形で）

( ), ( ) ( ).

see ［動］会う

visit ［動］訪ねる、訪問する

homework ［名］宿題

after school 放課後

baseball ［名］野球

afternoon ［名］午後
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Lesson5 未来形 （６）be going to ～の否定文

ポイントと例文

be going to ～を使った未来の否定文
「～するつもり（予定）はありません。」の作り方

基本問題

She is not going to go to London next month.

彼女は来月ロンドンに行くつもりはありません。

Point!

① be going to～を使った未来の否定文

「～するつもり（予定）はありません。」は、

be not going to ＋動詞の原形 で表す。

② 短縮形を使うこともできる。
例： I'm not going to  ～

He isn't going to  ～
We aren't going to  ～など

例：私は新しいかばんを買うつもりはありません。

（肯定文） I am going to buy a new bag.

私は新しいかばんを買うつもりです。

（否定文） I am not going to buy a new bag.

私は新しいかばんを買うつもりはありません。

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① 私は昼食後宿題をするつもりはありません。

I ( do not , am not , was not ) going to do my homework  
after lunch.

② クミは明日ユキを訪ねるつもりはありません。（短縮形を使って）

Kumi isn't going to ( visits , visited , visit ) Yuki tomorrow.

③ 彼らは今度の金曜日にサッカーをするつもりはありません。（短縮形を使って）

They ( don't , aren't , weren't ) going to play soccer next 
Friday.

Lesson5　未来形
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Memo

応用問題

単語とフレーズ

Memo

Lesson5 未来形 （６）be going to ～の否定文

英文を作ってみよう。

① 彼は明日彼女に会うつもりはありません。（会う：see）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).
② 私は将来先生（教師）になるつもりはありません。

（将来：in the future）（短縮形を使って）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a
( ) in the future.
③ エマと私は今度の夏、北海道に行くつもりはありません。

（北海道：Hokkaido, 今度の夏：next  summer）（短縮形を使って）

Ema and I ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) next summer.

next  month 来月

buy ［動］買う

bag ［名］かばん

homework ［名］宿題

lunch ［名］昼食

soccer ［名］サッカー

Friday ［名］金曜日

see ［動］会う

teacher ［名］先生、教師

in the future 将来（は）

summer ［名］夏
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Memo

ポイントと例文

be going to ～疑問詞疑問文の作り方①

be going to ～疑問詞疑問文の作り方②

Lesson5 未来形 （７）be going to ～の疑問詞疑問文

例文１: Where are you going to go tomorrow?
あなたは明日どこへ行くつもりですか。

例文２: Who is going to help Tom?
だれがトムを手伝う予定ですか。

Point!

①例文１は「（いつ／どこへ／何を等）（主語は）～するつもり（予定）
ですか。」という疑問文。

疑問詞≠主語の場合 疑問詞＋be going to ～の疑問文 となる。

②例文２は「だれが（何が）～するつもり（予定）ですか。」という疑問
文。

疑問詞＝主語の場合 疑問詞＋be going to～の肯定文 となる。

例：あなたは明日どこへ行くつもりですか。

(疑問文） Are you going to go to the park tomorrow?

(疑問詞疑問文） Where are you going to go tomorrow?

注意：疑問詞≠主語の場合、語順は

疑問詞＋be going to ～の疑問文 となる。

他の疑問詞を使った例
When is he going to play baseball?
彼はいつ野球をするつもりですか。

What are they going to do tomorrow?
彼らは明日何をするつもりですか。

例：だれがトムを手伝う予定なのですか。

(肯定文） She is going to help Tom.

(疑問詞疑問文） Who is going to help Tom?

注意：疑問詞＝主語の場合、語順は

疑問詞＋be going to～の肯定文 となる。

他の疑問詞を使った例

What is going to happen next?

次に何が起こるでしょうか。

Lesson5　未来形
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Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson5 未来形 （７）be going to ～の疑問詞疑問文

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

① あなたはいつタロウに会うつもりですか。

( When , Where , What ) are you going to see Taro?

② 彼はその店で何を買うつもりですか。（店：shop）

( What is he , What he is , What does he ) going to buy 
at the shop?

③ だれが私にそれについて教えてくれるのですか。

( What , Who , Where ) is going to tell me about it?

英文を作ってみよう。

① 彼らは明日どこでバスケットボールをするつもりですか。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )?

② あなたのお母さんはいつ友達を訪ねるつもりですか。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) her ( )?

③ だれがこの部屋を使う予定ですか。（部屋：room）

( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( )?

help ［動］手伝う、助ける

baseball ［名］野球

soccer ［名］サッカー

happen ［動］起こる

next ［副］次に

buy ［動］買う

shop ［名］店

tell ［動］教える、言う、話す

basketball ［名］バスケットボール

visit ［動］訪ねる、訪問する

use ［動］使う

room ［名］部屋
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●制作・監修 スカイホープ個別指導学院（http://skyhope.net/） 

 塾生の日常生活と調和したカリキュラムを組み、学習習慣を身につけさせることによって、学力

向上を図る指導を行う。講師と生徒は１：１、または１：２とし、分からないところを親切丁寧に指導。

分からない点を親身になって指導するのをモットーとする。また、地域密着型の個別指導塾として、

近隣の学校の内容に合わせた細かい指導も行う。 

 

 

 学習動画サイト「イークルース（http://e-clus.com）」及び本書の制作・監修は、スカイホープ個

別指導学院の講師陣を中心に行われております。 
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