
1 

どんな学力の生徒さんにも対応！ 

１から学べる てらこや英文法 目次 

 

【初級】（定期テストで 60 点未満） 

１．代名詞 

２．be 動詞と一般動詞 

３．疑問詞 

時制のトレーニング 

 

【中級】（中１の２学期以降） 

１．命令文 

２．助動詞(1) 

３．過去形（be動詞・一般動詞） 

４．進行形（現在進行形・過去進行形） 

５．未来形 

 

【上級】（中２の１学期以降） 

１．助動詞(2) 

２．不定詞(1) 

３．動名詞 

４．接続詞 

５．比較(1) 

６．比較(2) 

７．受け身 

８．現在完了 

 

【中学英語まとめ】（上級を学習した人） 

１．5 文型 

２．長文の読み方 

３．不定詞(2) 

４．間接疑問文・付加疑問文 

５．特別な形（so ～ that …、too ～ to …など） 

６．分詞 

７．関係代名詞 
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【初級】１．代名詞 

 まず代名詞を覚えてもらいます。代名詞とは人やものの代わりを表す名詞のことで、英語学習の基本

になります。以下の表１を「アイ・マイ・ミー・マイン」というように声に出して読んでください。 

表１ 

  ～は ～の ～を、～に ～のもの 

1 人称 私 I
アイ

 my
マ イ

 me
ミ ー

 mine
マ イ ン

 

２人称 あなた you
ユ ー

 your
ユ ア

 you
ユ ー

 yours
ユ ア ー ズ

 

３人称 

彼 he
ヒ ー

 his
ヒ ズ

 him
ヒ ム

 his
ヒ ズ

 

彼女 she
シ ー

 her
ハ ー

 her
ハ ー

 hers
ハ ー ズ

 

それ i t
イット

 i ts
イッツ

 i t
イット

  

１人称複数 私たち we
ウ ィ

 our
アワァ

 us
アス

 ours
アワァーズ

 

２人称複数 あなたたち you
ユ ー

 your
ユ ア

 you
ユ ー

 yours
ユ ア ー ズ

 

３人称複数 彼ら、彼女ら、それら they
ゼ イ

 their
ゼ ア

 them
ゼ ム

 theirs
ゼ ア ー ズ

 

 

問題１ 表１はノートなどでかくして以下の問題に答えなさい。 

① 空いているところの英語を声に出して読みましょう。読めなかったら上の表を見てください。

全部読めたら次に進んでください。 

② 空いているところの英単語をノートに書きましょう。 

繰り返し復習+ランダム復習 

 ～は ～の ～を、～に ～のもの 

私     

あなた     

彼     

彼女     

それ     

私たち     

あなたたち     

彼ら、彼女ら、それら     

 

問題２ 表１はノートなどでかくしてください。 

① まずは(1)～(10)答えを声に出して読んでください。 

② (1)～(10)の英単語の答えをノートに書いてください。 

(1) 彼の  （       ） 

(2) 私を  （       ） 

(3) あなたを  （       ） 

(4) 彼らのもの  （       ） 

(5) 彼女を  （       ） 

(6) あなたのもの  （       ） 

(7) 彼女らを  （       ） 

(8) それは  （       ） 

(9) 私のもの  （       ） 

(10)私たちは  （       ）
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問題３ 所有を表す代名詞を用いて、次の日本語を英語にしなさい。［単］は単数形で、［複］は複数形

で表しなさい。表１を見ずにできるようになりましょう。 

(1) 彼女の自転車［単］ 

（       ） 

(2) 私の本［複］ 

（       ） 

(3) 彼の机［単］ 

（       ） 

(4) 私たちの犬［単］ 

（       ） 

(5) 彼の車［単］ 

（       ） 

(6) これらのペン［複］ 

（       ） 

(7) あなたの家［単］ 

（       ） 

(8) あのえんぴつ［単］ 

（       ） 

(9) 彼らの友達［複］ 

（       ） 

(10) あなたたちの本［複］ 

（       ） 

(11) この学校［単］ 

（       ） 

(12) あれらの花［複］ 

（       ） 

 

問題４ 次の英文の下線部を１語の代名詞にして（       ）に書きなさい。 

(1) Do you like Lisa?  Do you like（       ）? 

(2) We know Tom and Ken.  We know（       ）. 

(3) She wants the books.  She wants（       ）. 

(4) My father washes his car.  My father washes （       ）. 

(5) He likes you and Lisa.  He likes（       ）. 

(6) Tom doesn’t know you and me.  Tom doesn’t know（       ）. 

(7) Do you know Mr.Yamada?  Do you know（       ）? 

(8) Your mother likes Lisa.  Your mother likes（       ）. 

 

問題５ 次の（       ）にあう代名詞を書きなさい。 

(1) Lisa is kind.  I like（       ）. 

(2) This is your bike.  You use（       ）. 

(3) Tom is my brother.  I help（       ）. 

(4) These are my pens.  I use（       ）. 

(5) You are busy.  So I help（       ）. 

(6) I like her.  And she like（       ）, too. 

 

問題６ 例にならって、次の英文の（       ）に適語を入れなさい。 

例：This is my pen.  →  This pen is mine. 

(1) That is Tom’s desk.   →  That desk is（       ）. 

(2) This is our room.  →  This room is（       ）. 

(3) These are your books.  →  These books are（       ）. 

(4) Those are her rackets.  →  Those rackets are（       ）. 

(5) These are their pens.  →  These pens are（       ）. 

(6) That is my CD.  →  That CD is（       ）. 
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２．be 動詞と一般動詞 

 

英語には動詞が大きく分けて２種類あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①be 動詞 (現在形では is,am,are) 

is,am,are は主語によって使い分けます。現在形では I なら am、you および複数な

ら are、それ以外だと is を使います。be 動詞は主語の状態を表すときに使います。 

I am a student. 私は生徒です。 

You are busy

ビズィ

. あなたは忙しい（です）。⇒busy：「忙しい」は形容詞 

He is Tom. 彼はトムです。 

 

be 動詞の否定文 

 be 動詞の否定文は be 動詞の後ろに not をつけます。 

is not = isn’t、are not = aren’t というような短縮形もあります。※amn’t はありません。 

I am not a student. 私は生徒ではありません。（I’m not a student.） 

You are not busy. あなたは忙しくありません。(You aren’t busy.) 

He is not Tom. 彼はトムではありません。(He isn’t Tom.) 

 

be 動詞の疑問文 

 be 動詞の疑問文は be 動詞を主語の前に持ってきます。文末はピリオドをクエスチョンマーク

（？）にします。 

 

 肯定文 You are busy. 

 疑問文 Are you busy? あなたは忙しいですか。 

     Yes, I am. はい、忙しいです。 

No, I am not. (I’m not.) いいえ、忙しくありません。 

 

肯定文 Tom is from Canada. 

疑問文 Is Tom from Canada? 

Yes, he is. はい、そうです。 

No, he isn’t. いいえ、ちがいます。 

受け答えの文は主語を代名詞にします。例：Tom ⇒ he 
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②一般動詞 

「～を勉強する」「～が好きだ」といったように述語が動作や状態を表す動詞を  

一般動詞といいます。英語では、be 動詞ではない動詞は全て一般動詞です。 

I study English. 私は英語を勉強します。 

You like her. あなたは彼女を好きです。 

３単現のｓ 

 主語が３人称・単数で現在形のとき、一般動詞にｓをつけます。ということは、主語が I,you,複数

のときは一般動詞にｓはつけません。 

 

 She studies math. 彼女は数学を勉強します。 

 Tom likes tennis. トムはテニスが好きです。 

 They play basketball. 彼らはバスケットボールをします。 

※ they は３人称だが複数なので動詞にｓはつけない。 

 

一般動詞の否定文 

 一般動詞を否定文にするには、主語と動詞の間に do not (=don’t) または does not (=doesn’

t)を入れます。主語が３人称・単数で現在形のときは does notを使います。ということは、主語が

I, you, 複数のときは do not を使います。 

 

 I don’t like tennis. 私はテニスが好きではありません。 

 She doesn’t play soccer. 彼女はサッカーをしません。 

 They don’t study English. 彼らは英語を勉強しません。 

 

一般動詞の疑問文 

 一般動詞の疑問文は主語の前に doまたは does をおきます。文末はピリオドをクエスチョンマー

ク（？）にします。否定文のときと同様に、主語が３人称・単数で現在形のときは does を使いま

す。主語が I, you, 複数のときは do を使います。 

 

 Do you like tennis? あなたはテニスが好きですか。 

 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。 

 Does he play the guitar? 彼はギターをひきますか。 

 Yes, he does. はい、ひきます。 

 No, he doesn’t. いいえ、ひきません。 
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問題１ 次の各文の（       ）に, is, am, are, do, does のどれかを入れなさい。 

(1) You（       ）a student. 

(2) He（       ）not have a dog. 

(3) （       ）you like tennis? 

(4) She（       ）my friend. 

(5) （        ） she play the 

guitar? 

(6) I（       ）not have a pen. 

(7) This（       ）your book. 

(8) （       ）that a pencil? 

(9) I（       ）not a student. 

(10) （       ）you a teacher? 

 

問題２ 次の日本文にあうように（       ）に適語を入れなさい。 

(1) あなたは野球をします。 

You（       ）baseball. 

(2) あなたは先生です。 

You（       ）a teacher. 

(3) 彼らは英語を一生懸命勉強します。 

They（       ）English hard. 

(4) 私は公園へ行きます。 

I（       ）to the park. 

(5) 私の母は犬が好きです。 

My mother（       ）a dog. 

(6) 彼は数学を勉強します。 

He（       ）math. 

(7) 私たちは忙しいです。 

We（       ）busy. 

(8) トムは毎日テニスをします。 

Tom（       ）tennis every 

day. 

(9) 健は 2 人の弟がいます。 

Ken（       ）two brothers. 

(10) あなたたちはネコを飼っています。 

You（       ）a cat. 

(11) リサは毎日学校へ行きます。 

Lisa（        ） to school 

every day. 

(12) トムとリサは良い友達です。 

Tom and Lisa（       ）good 

friends. 

(13) ジムはアメリカ出身です。 

Jim（       ）from America. 

(14) 私の姉妹はバスケットボールが好きで

す。 

My sisters （        ）

basketball. 

(15) 彼女たちは親切です。 

They（       ）kind. 

(16) 私たちは日本語の先生です。 

We（        ）Japanese 

teachers. 
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問題３ 次の日本文にあうように（       ）に適する語句を入れなさい。ただし、

（       ）に入る語は一語とは限りません。 

(1) 彼らは図書館に行きません。 

They（       ）to school. 

(2) 彼は医者ではありません。 

He（       ）a doctor. 

(3) 彼女らは本を読みません。 

They（       ）books. 

(4) 私は日本出身ではありません。 

I（       ）from Japan. 

(5) トムは忙しくありません。 

Tom（       ）busy. 

(6) 私たちは姉妹ではありません。 

We（       ）sisters. 

(7) 彼らは車を１台も持っていません。 

They（       ）any cars. 

(8) トムはギターをひきません。 

Tom（       ）the guitar. 

 

(9) その先生は英語を教えません。 

The teacher（        ）

English. 

(10) トムとリサはゴルフをしません。 

Tom and Lisa（       ）golf. 

(11) リサは医者ではありません。 

Lisa（       ）a doctor. 

(12) 私は野球が好きではありません。 

I（       ）baseball. 

(13) 彼には兄弟が一人もいません。 

He（       ）any brothers. 

(14) あなたたちは生徒ではありません。 

You（       ）students. 

(15) 彼女はねこを飼っていません。 

She（       ）a cat. 

(16) 彼らは日本人ではありません。 

They（       ）Japanese. 

 

問題４ 次の日本文に対する英文に合うように（       ）に適語を入れなさい。

ただし、（       ）に入る語は一語とは限りません。 

(1) あなたはテニスをしますか。 （      ）tennis?   Yes, （      ）. 

(2) これはあなたのラケットですか。（       ）your racket?   No, （       ）. 

(3) 彼には２人の兄弟がいますか。（     ）two brothers?  Yes, （      ）. 

(4) あなたは生徒ですか。（       ）a student?  No,（       ）. 

(5) 彼らは公園に行きますか。（       ）to the park?  No, （       ）. 

(6) リサはカナダ出身ですか。（       ）from Canada?  Yes, （      ）. 

(7) あの犬は大きいですか。（       ）big?   Yes, （       ）. 

(8) 彼は本を読みますか。（       ）books?   No, （       ）. 

(9) 彼らは自転車を持っていますか。（       ）bikes?   Yes, （       ）. 

(10) 健とリサは忙しいですか。（       ）busy?  No, （       ）. 

(11) トムはサッカーが好きですか。（       ）soccer?  Yes,（       ）. 

(12) あなたは英語を勉強しますか。（       ）English?   Yes, （       ）. 

(13) あなたのお母さんは本を読みますか。（       ）a book? No, （      ）. 

(14) 彼の妹はテニスをしますか。（       ）tennis?  No, （       ）. 
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３．疑問詞 

文章の先頭につけると疑問文になる 

 

何 what What is this? 

これは何ですか。 

It is a pencil. 

それは鉛筆です。 

どこ where Where are you from? 

あなたはどこの出身ですか。 

I am from Tokyo. 

私は東京出身です。 

いつ when When do you study English? 

あなたはいつ英語の勉強をしますか。 

I study English after dinner. 

私は夕食後に英語を勉強します。 

だれ who Who are you? 

あなたはだれですか。 

I am Tom. 

私はトムです。 

だれの whose Whose pen is this? 

これはだれのペンですか。 

It is mine. 

私のものです。 

どう how How do you go to school? 

あなたはどうやって学校に行きますか。 

I go to school by bike. 

私は自転車で学校に行きます。 

なぜ why Why does he study English? 

彼はなぜ英語を勉強しているのですか。 

Because he goes to America. 

彼はアメリカに行くためです。 

どちら which Which is your car? 

あなたの車はどちらですか。 

The black one. ( is mine). 

黒いの（が私の）です。 

 

まずは、単語の意味を覚えましょう。 

what（何）, where（どこ）, when（いつ）, who（だれ）, how（どうやって）は基本です。 

 

疑問詞をつけると、疑問詞のうしろは疑問文になります。たとえば、 

①where（どこ） ＋ you are from（あなたは～出身です。） 

⇒ Where  are you from ?  あなたの出身はどこですか。 

             疑問文の形 

②when（いつ） ＋ you study English（あたなは英語を勉強する） 

⇒ Where  do you study English?  あなたはどこで英語を勉強しますか。 

         疑問文の形 

問題１ 次の表の（      ）に日本語を参考に適語を入れなさい。 

(1) あれは何ですか。  （      ）is（      ）? 

(2) それは本です。(1)の答え （      ）（      ）a book. 

(3) あなたは何の科目が好きですか。（      ）subject（      ）（      ）like? 

(4) 今、何時ですか。（      ）（      ）is it now? 

(5) あなたは何時に起きますか。（      ）（      ）（      ）you get up? 
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問題２ 次の表の（      ）に日本語を参考に適語を入れなさい。 

(1) あれはだれですか。  （      ）is（      ）? 

(2) だれがあなたに英語を教えますか。（      ）（      ）English to you? 

(3) これはだれのかばんですか。（      ）bag （      ）（      ）? 

(4) それは健のかばんです。(3)の答え（      ）（      ）Ken`s bag. 

(5) このかばんはだれのものですか。（      ）（      ）this bag? 

※（注意） (2)は疑問詞が主語の文章です。(5)の主語は this bag です。 

 

問題３ 次の表の（      ）に日本語を参考に適語を入れなさい。 

(1) あなたのかばんはどちらですか。（      ）（      ）your bag? 

(2) その赤いのが私のものです。(1)の答え The red （      ）（      ）. 

(3) あなたはどちらのペンを使いますか。（      ）（      ）do you use? 

(4) この青いのを使います。(3)の答え I use this blue（      ）. 

(5) あなたはどこの出身ですか。（      ）（      ）（      ）from? 

(6) あなたはいつ勉強しますか。（      ）（      ）you（      ）? 

(7) 今です。(6)の答え。 It is（      ）. 

 

問題４ （      ）内の語句を並べかえ、日本文にあう英文を書きなさい。 

(1) 今何時ですか。（ time / what / it / now / is / ?） 

 

 

(2) あなたは何のスポーツが好きですか。（ you / do / what / sports / like / ?） 

 

 

(3) これはだれのペンですか。（ this / is / whose / pen / ?） 

 

 

(4) あなたのラケットはどちらですか。（ your / which / racket / is / ? ） 

 

 

(5) あなたの家はどこにありますか。（ where / is / your / home / ?） 

 

 

(6) あなたはどのようにして学校へ行きますか。（ you / to / how / school / go / do / ?） 

 

 

(7) あなたは兄弟が何人いますか。（ many / do / have / brothers / how / you / ?） 
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問題５ （      ）内の語句に 1語を加えて並べかえ、日本文にあう英文を書きなさい。 

(1) 今何時ですか。（ time / it / now / is / ?） 

 

 

(2) あなたは何のスポーツが好きですか。（ you / do / sports / like / ?） 

 

 

(3) これはだれのペンですか。（ this / is / pen / ?） 

 

 

(4) あなたのラケットはどちらですか。（ your / racket / is / ? ） 

 

 

(5) あなたの家はどこにありますか。（ is / your / home / ?） 

 

 

(6) あなたはどのようにして学校へ行きますか。（ you / to / school / go / do / ?） 

 

 

(7) あなたは兄弟が何人いますか。（ many / do / have / brothers / you / ?） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【中級】１．命令文 

 相手に対して、「～しなさい」、「～してください」などの命令やお願いをする文を命令文

という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①命令文 

命令文は、主語を省き、動詞の原形から文を始めます。 

 肯定文 You sit down. （あなたは座ります） 

   ↓ 

 命令文       Sit down. （座りなさい） 

 

 相手に「○○さん、」などと呼びかけるときは、文頭か文末に名前をつけ、コンマで

区切る。 

 Tom , open the window. （トム、窓を開けなさい） 

  Open the window , Tom. （窓を開けなさい、トム） 

be 動詞（am,are,is）の命令文  

 be 動詞の命令文は原形の be から文を書き始めます。 

 普通文 You are kind to everyone. （あなたはみんなに親切です） 

        ↓ 

 命令文    Be kind to everyone. （みんなに親切にしなさい） 

命令文の否定文 

 「～しないでください」という否定の命令文は動詞の原形の前に Don’t をつけます。 

 普通の命令文      Open the window. （窓を開けなさい） 

 否定の命令文   Don’t open the window. （窓を開けないでください） 

ていねいにお願いする 

 「～してください」とていねいにお願いするときは、命令文の文頭か文末に 

please をつける。 

 普通の命令文        Close the door. （ドアを閉めなさい） 

 please のついた文  Please close the door. （ドアを閉めてください） 

               Close the door , please. 

相手を誘うとき 

 「さあ、～しましょう」と相手をさそう文では、動詞の原形の前に Let’s をつける。 

 普通の命令文        Go shopping. （買い物に行きなさい） 

 相手をさそう文 Let’s go shopping. （買い物に行きましょう） 

           Yes, let’s. （はい、行きましょう） 

           No, let’s not. （いいえ、やめておきましょう） 

 

 



問題１ 次の英文を日本語訳しなさい。 

(1) Open the window, Ken.   〔                    〕 

(2) Be careful, Ann.       〔                    〕 

(3) Let’s speak English.     〔                    〕 

     Yes, let’s. / No, let’s not.   〔                    〕 

(4) Don’t watch TV.       〔                    〕 

(5)Please open the door.    〔                    〕 

問題２ 例にならって、次の例文を命令文に書き直しなさい。また、日本語訳も書きなさ

い。 

例：You help your father. → Help your father.〔お父さんの手伝いをしなさい。〕 

(1) You wash your car.  → 

(2) You are kind to him.  → 

(3) You clean this room.  → 

問題３ 例にならって次の英文に please をつけて、2通りのていねいな命令文に書きかえ

なさい。また、日本語訳も書きなさい。 

例： Come to my house. → Please come to my house. Come to my house, please. 

                 〔どうか私の家に来てください。〕 

(1) Be quiet. → 

(2) Eat breakfast. → 

(3) Close the door. → 

問題４ 次の日本文に合うように（    ）に敵語を入れなさい。 

(1) みんなに親切にしなさい。         kind to everyone. 

(2) ケン、学校に行きなさい。 Ken,          to school. 

(3) このバスに乗りましょう。          get on this bus. 

(4) ここで音楽を聞かないでください。                  to music here. 

(5) 野球をしましょう。                 baseball. 

(6) どうかここに来てください。                 here. 

 

問題５ （  ）内の語句を並べ替え、日本文に合う英文を       に書きなさい。 

(1) ここでサッカーをするな。(soccer/play/don’t/here/) 

                                       

(2) 私と買い物に行きましょう。(go/let’s/with/shopping/me) 

                                       

(3) どうかここでピアノを弾いてください。(play/here/please/,/piano/the) 

                                       

 



2．助動詞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題１ 次の英文を、日本語訳しなさい。 

①助動詞（Can） 

 can は、動詞に「～できる」という意味を付け加える助動詞である。 

 助動詞 can は動詞の前に置く。can の後ろの動詞は、どんな主語でも原形である。 

 例 She     plays the piano. （彼女はピアノをひく。） 

   She can play  the piano. （彼女はピアノをひけます。） 

助動詞の否定 

 can の否定文は、can の後ろに not がついた cannnot を使う。cannnot のかわり 

 に can’t も使われる。 

 普通文 Tom can play the violin. （トムはバイオリンをひくことができます） 

 否定文 Tom cannot play the violin.（トムはバイオリンをひくことができません） 

助動詞の疑問文 

 can の疑問文は、can を先頭に出す。この時、動詞は原形を使う。 

 普通文 She can speak English. （彼女は英語を話せます。） 

 疑問文 Can she speak English? （彼女は英語を話せますか？） 

      Yes, she can.  （はい、話せます） 

           No, she can’t. （いいえ、話せません） 

許可 

 can は「～してもよい」という意味にも使われる。 

 そこで、“Can I～？”は「～してもいいですか？」と相手の許可を求めるときにも使

われる。答え方にも、注目をする。 

 例 Can I open the window? （窓を開けてもいいですか？） 

    Of course. （もちろんです） 

頼む 

 Can you～？は「あなたは～できますか」という意味とともに、「（あなたは）～し

てくれませんか」と相手にものを頼むときにも使われる。答え方にも、注目をする。 

 例 Can you help me? （私を手伝ってくれませんか？） 

    Sure. （いいですよ） 

        Sorry, I can’t. （すいません、できません） 

 

 

 

 

 

 

 



問題１ 次の英文を、日本語訳しなさい。 

(1) He can drive very well.                                

(2) We can speak Japanese.                            

(3) Can I use your pencil? ― Sure.                              

(4) We can eat anything.                                   

(5) I can’t be late.                                     

 

問題２ 次の日本文に合うように（    ）に適語を入れなさい。 

(1) 私は、ギターを弾くことができます。 I （   ）（   ） the guitar. 

(2) この鉛筆を使ってもいいですか。 （   ）（   ）（   ） this pencil? 

(3) 私に朝食を作ってくれませんか。 （   ）（   ）（   ） breakfast for me? 

(4) 彼女は上手に泳ぐことができません。She（   ）（   ） very well. 

 

問題３ 次の英文を、（    ）内の指示に従って書きかえなさい。 

(1) He can run fast.（疑問文に）                            

(2) Tom can play baseball.（否定文に）                       

(3) I sing very well.（can を使う文に）                        

(4) You can ride a bike.  （疑問文に）                                

(5) Mark can use a computer.（疑問文に）                     

(6) Ken gets up at six. （can を使う文に）                            

 

問題４ （    ）内の語句から不要な一語を除いて並べ替え、日本文にあう英文を 

    に書きなさい。 

(1) あなたのお母さんは車を運転できますか。(a/does/car/your/mother/drive/can）? 

                                                                                     

(2) 夕食を作ってくれませんか。（can/you/I/dinner/make）? 

                                                                                     

(3) 彼を手伝ってくれませんか。―― すみません、出来ません。 

  （help/his/him/can/you） ―― （I/sorry/can’t/don’t） 

                                                

(4) 彼らはフランス語を話すことが出来ます。（speak/they/French/can/speaks） 

                                                                                       

(5) 夕飯の前にテレビを見てもいいですか。（TV/I/dinner/watch/can/before/after）? 

                                                   

(6) マイクは６時に起きることができません。（up/can’t/six/Mike/at/get/can） 

                                                   



3.過去形（be 動詞・一般動詞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①be 動詞（was,were） 

 was,were は、主語によって使い分けます。意味は、「あった・いた」となる。 

          

                   be 動詞の形 

主語 現在 過去 

I am was 

I,you 以外

の単数 

is 

you と複数 are were 

 

 例 I was busy then. （私はそのとき、忙しかった） 

   They were busy then. （彼らは、そのとき忙しかった） 

be 動詞の過去形の否定文 

 be 動詞の過去形の否定文も、現在形と同じように be 動詞の後ろに not をつける。 

 was not=wasn’t were not=weren’t という短縮形もある。 

 例 I was not busy then. （私はそのとき、忙しくなかった） 

   They were not busy then. （彼らはそのとき、忙しくなかった） 

be 動詞過去の疑問文 

 現在形と同じように be 動詞を主語の前に持ってくる。 

 例 現在形 Are you in Tokyo now? （あなたは今、東京にいますか？） 

      過去形 Were you in Tokyo yesterday?（あなたは昨日、東京にいましたか） 

        Yes, I was. （はい、いました） 

                No, I was not.(wasn’t) （いいえ、いませんでした） 

疑問詞で始まる疑問文 

 〔疑問詞+be 動詞+主語～？〕の形となる。答え方は、yes や no を使わず、聞かれ

た内容について be 動詞の過去形で答える。 

 例 Where were they last night? （彼らは昨夜、どこにいましたか） 

       They were in Nagoya. （彼らは、名古屋にいました） 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②一般動詞 

  動詞の過去形には 2 種類ある。 

  規則動詞…動詞の原形に(e)d をつける。  

＜例＞watch→watched 

     （見る） （見た） 

  不規則動詞…動詞の原形と過去形に規則性がないもの。 

  ＜例＞go→went 

         （行く）（行った） 

 

一般動詞の過去形の否定文・疑問文 

  過去を表す否定文・疑問文では、主語や規則動詞・不規則動詞に関係なく did を

使う。did の使い方は今までに学んだ do(does)と同じ。 

 否定文では、動詞の前に did not(didn’t)をつけ、後ろの動詞は原形にもどす。 

例 He went to Tokyo yesterday. （彼は昨日、東京へ行きました） 

    He didn’t go to Tokyo yesterday.（彼は昨日、東京へ行きませんでした） 

  

疑問文では、did を主語の前に置き、後ろの動詞は原形にもどす。 

例 He went to Tokyo yesterday.  

    Did he go to Tokyo yesterday? （彼は昨日、大阪へ行きました） 

   Yes, he did. （はい、行きました） 

    No, he didn’t. （いいえ、行きませんでした） 

 

疑問詞で始まる過去の疑問文 

 [疑問詞+did+主語+動詞の原形+～？]という文の形になる。 

 答えるときは、Yes,No ではなく、聞かれた内容について過去の文で答える。 

例 When did you buy this CD?（あなたは、この CD をいつ買いましたか） 

      I bought it yesterday. （私は、それを昨日買いました） 

 who が主語のなるときの疑問文の形は、〔who+動詞の過去形+～？〕となる。 

※ この形の疑問文は、did を使わない。答え方は、〔主語+did〕となる。 

例 Who went to Tokyo with you? （誰があなたと東京へ行きましたか） 

   Ken did. （ケンです） 

 

 

 



問題 1 次の動詞を過去形にしなさい。 

(1) use                      (8) say         

(2) listen                    (9) bring        

(3) enjoy                   (10) stand        

(4) visit                    (11) play         

(5) take                            (12) do                   

(6) have                            (13) study              

(7) put               

 

問題 2 次の(  )内で正しいものを○で囲みなさい。 

(1) (Did, Was) Ms. Green watch TV yesterday? 

(2) Ken (got, gets ) to London last night. 

(3) Yumi ( didn't, doesn't, wasn't ) listened to music last night. 

(4) (Was, Were) your mother at home yesterday? 

(5) We (weren't, wasn't, didn't) help Tom with his homework. 

(6) (Were, Was, Did) Ken free yesterday? 

 

問題３ 次の英文を、（    ）内の指示に従って書きかえなさい。 

(1) They eat dinner.（疑問文に）                                         

 

(2) Taro goes to the bike.（否定文に）                                  

 

(3) Ms.Green walks to school.（過去形に）                               

 

(4) Mike looked at the picture.（疑問文に）                                

 

(5) We opened the window.（否定文に）                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問題 4 （    ）に入る適切な語をいれなさい。 

(1) ケンは３日前そのコンピュータを使いました。  

Ken （       ） the computer three days ago. 

(2) あなたは昨日テレビを見ましたか。 

  （        ） you （        ） TV yesterday? 

(3) マイクは先週英語を勉強しませんでした。 

  Mike （        ） （        ）English （       ） （       ）. 

(4) 私は昨夜音楽を聞きました。 

  I （        ） （        ） music （        ） （         ）. 

(5) エミは昨日男の人と話をしました。 

  Emi （        ） （        ） a man （        ）. 

(6) 私たちは５日前に東京に着いた。 

  We （        ） in Tokyo five days （        ）. 

(7) 彼らはアメリカの歴史について学びませんでした。 

  They （        ） （        ） （        ） American history. 

(8) 彼女は窓の近くに立っていました。 

  She （        ） near the window. 

(9) 私は美しい花を持ってきました。 

  I （        ） a beautiful flower. 

(10) あなたは前の日曜日にこの鉛筆を使いましたか。 

  （        ） you （        ） this pencil last Sunday? 

(11) あなたのお父さんは先週料理しましたか。 

  （        ） your father （        ） （        ） （        ）? 

 

問題 5 日本語の意味になるように並べ替えなさい。 

(1) 私たちは祖母の家に滞在しなかった。（didn’t/aunt’s/at/we/our/stay/house）. 

                                                     

(2) あなたの弟は新しい自転車がほしかったのですか。（your/a/bike/new/brother/did/want）? 

                                                  

(3) 私の娘は服を着替えた。（clothes/daughter/her/my/changed）. 

                                                

 

 

 

 



４．進行形（現在進行形・過去進行形） 

  進行形には、大きく分けて２種類あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現在進行形 

 ❶a beautiful bird （美しい鳥）    

    形容詞 名詞 

❷a singing bird （歌っている鳥） 

  現在分詞 名詞 

…singing は sing という動詞からできた言葉で現在分詞という。 

      現在分詞は動作の様子を表し、形容詞と同じように名詞を説明する。 

現在分詞は動詞の原形に ing をつける。その作り方は３通りある。 

 ①＜そのまま ing をつける＞ 

   play→playing go→going do→doing read→reading 

 ②＜e をとって ing をつける＞ 

   write→writing come→coming make→making use→using 

 ③＜語尾の１字を重ねて ing をつける＞ 

   sit→sitting run→running get→getting swim→swimmng 

現在進行形の普通文 

 「～しているところだ」と動作が現在進行中の文を現在進行形という。 

〔主語+be 動詞（am,is,are）+現在分詞～〕という形になる。 

例 Ann cooks lunch.（アンは昼食を料理をします） 

  Ann is cooking lunch now.（アンは今昼食を料理をしています） 

現在進行形の否定文 

be 動詞の後ろに not をつける。 

例 I am watching TV now. （私は今、テレビを見ています） 

I am not watching TV now. （私は今、テレビを見ていません） 

現在進行形の疑問文 

 be 動詞を主語の前に持ってくる。 

例 普通文 Ken is studying math now. （ケンは今、数学を勉強しています） 

  疑問文 Is Ken studying math now. （ケンは今、数学を勉強していますか） 

       Yes, he is. （はい、しています） 

       No, he isn’t. （いいえ、していません） 

 疑問詞で始まる文は、疑問詞を文頭にだす。 

例 What is he doing? （彼は何をしていますか） 

   He is watching TV. （彼はテレビを見ています） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②過去進行形 

 「～していた（してるところだった）」と、動作が過去のあるときに進行中だった文

を過去進行形という。〔主語+be 動詞（was,were）+現在分詞～〕という形になる。 

例 過去形   Meg cooked dinner yesterday. （メグは昨日、夕食を作った） 

過去進行形 Meg was cooking dinner then. 

（メグはそのとき、夕食を作っていた。） 

 

過去進行形の否定文 

 be 動詞の後ろに not をつける。 

例 Meg was doing her homework at that time. 

（メグはそのとき、宿題をしていました） 

Meg was not doing her homework at that time. 

（メグはそのとき、宿題をしていませんでした） 

 

過去進行形の疑問文 

 be 動詞を主語の前にだす。 

例 普通文 They were enjoying the party at that time. 

                          （彼らはそのとき、パーティーを楽しんでいました。） 

  疑問文 Were they enjoying the party at that time? 

                          （彼らはそのとき、パーティーを楽しんでいましたか。） 

       Yes, they were. （はい、楽しんでいました） 

       No, they weren’t. （いいえ、楽しんでいませんでした） 

  

 

疑問詞で始まる疑問文は、疑問詞を文頭にだす。 

例 Who was making lunch then. （誰がそのとき、昼食を作っていましたか） 

   My father was. （私の父です） 

 

 

 

 

 

 

 

 



問題 1 次の動詞の現在分詞を書きなさい。 

(1)make                    (2)study        

(3)cook              (4)do        

(5)run               (6)read        

(7)play              (8)sit         

(9)swim             (10)sing        

 

問題 2 次の英文の（    ）内から適する語を選び答えなさい。 

(1) I（am / was /were） baseball player five years ago. 

(2) Tom and Ken aren’t （do/doing） their homework now. 

(3) I （am/do）not play tennis after school. 

(4) You are （play/playing） violin now. 

(5) Let’s（swim/swims/swimming）here. 

 

問題 3 次の日本文にあうように、          に適する語を入れなさい。 

(1)私はテニスをしているところです。   

I （        ） （        ） tennis now. 

(2)あなたは今何をしていますか。  

 （        ） （        ） you （        ） now? 

(3)トムは、昨日数学の勉強をしていませんでした 。 

 Tom （        ） （        ） studying math yesterday. 

(4)あなたは先週の土曜日に何をしていましたか。 

  （         ） （        ） you （        ） on last Saturday? 

(5)誰がそのとき、車を洗っていましたか。    

  （        ） （        ） （        ）a car then? 

(6)あなたは何を話していますか。 

 （        ）（       ） you （       ） about? 

(7)彼らは今、写真を何枚か撮っています。 

They （         ） （        ） some pictures now. 

(8)母は今、キッチンで料理しています。 

My mother （        ） （        ） in the kitchen now. 

(9)あれらの生徒たちはサッカーをしています。 

Those students （        ） （        ） soccer. 

(10)私は今、海で泳いでいます。 

I （        ） （         ） in the sea now. 

 



(11)彼は今、お風呂に入っています。 

He （        ） （        ） a bath now. 

(12)私たちは去年カナダにいました。    

We （         ） in Canada last year. 

(13)この帽子は 1000 円でした。    

This cap （        ） 1000 yen. 

(14)ケンはそのときテレビを見ていました   

 Ken （        ）（         ）（        ） then. 

(15)前の金曜日雨でしたか。いいえ、そうではありませんでした。    

(     ) it rainy last Friday?  No, it (      ) 

 

問題 3 次の英文で間違っているところに線を引き、間違いを訂正しなさい。 

 例 I do not watching TV now. 

        ↓ 

    am not 

(1) I am listen to music now. 

 

 

(2) It is raining yesterday. 

 

 

(3) What is she doing? ―― She is watch TV . 

 

 

(4) What are you talking about yesterday? 

 

 

問題４ 日本語を英文にしなさい。 

(1)父は、彼の部屋で仕事をしています。 

                                                                                                  

(2)私の姉は、私の宿題を手伝っています。 

                                                                                               

(3)昨日彼らはどこにいましたか。 彼らは図書館にいました。 

                                                                                                 

(4)ケンはそのとき何をしていたのですか。 彼は本を読んでいました。 

                                                                                                



５．未来形 

 「～するつもりです、～する予定です、～するでしょう」という意味で未来

を表す文である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①be going to ～の表現 

 〔be going to+動詞の原形〕という文の形になる。 

 be 動詞の部分は主語によって am,is,are を使い分ける。 

例 現在形 I always swim in the sea. （私はいつも海で泳ぐ） 

  未来形 I am going to swim in the sea tomorrow.  

（私は明日、うみで泳ぐ予定です） 

 

be going to～の否定文 

 be going to～の文は be 動詞を使う文なので、否定文は動詞の後ろに not をつける。 

例 普通文 I am going to climb Mt.Fuji this summer. 

（私はこの夏、富士山に登る予定です） 

  否定文 I am not going to climb Mt.Fuji this summer. 

（私はこの夏、富士山に登る予定はありません） 

 

be going to～の疑問文 

 be 動詞を主語の前に出す。答えの文にも be 動詞使う。 

例 普通文 He is going to study English this evening. 

                    （彼は今晩、英語を勉強するつもりです） 

  疑問文 Is he going to study English this evening? 

                   （彼は今晩、英語を勉強するつもりですか） 

       Yes, he is. （はい、するつもりです） 

       No, he isn’t. （いいえ、そんつもりはありません） 

  

疑問詞で始まる疑問文は、疑問詞を文頭に出す。 

例 What are you going to do tomorrow?（あなたは明日、何をするつもりですか） 

    I am going to go shopping. （買い物に行くつもりです） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②助動詞 Will の文 

 助動詞 will は、「～するつもりです」、「～する予定です」という未来の意味を表す。 

will も助動詞 can と同じく、動詞の前に置き、後ろの動詞は主語に関係なく原形である。 

例 Meg will play the violin this afternoon.  

（メグは今日の午後、バイオリンを弾くつもりです） 

  ■will の文の短縮形 

 ・I will    →I’ll 

 ・you will   →you’ll 

 ・he will   →he’ll 

 ・she will   →she’ll 

 ・we will   →we’ll 

 ・they will  →they’ll 

will の否定文 

 助動詞 can のときと同じで、will の後ろに not をつける。 

will not の短縮形は won’t（ウォント）を使う。 

例 普通文 They will go out next Sunday. 

（彼らは次の日曜日、外出するでしょう）  

  否定文 They will not go out next Sunday. 

（彼らは次の日曜日、外出しないでしょう） 

will の疑問文 

 will を主語の前にだす。 

例 普通文 I will go to bed at ten tonight. （私は今晩、１０時に寝るつもりです） 

  疑問文 will you go to bed at ten tonight?  

（あなたは今晩、１０時に寝るつもりですか） 

  

疑問詞で始まる疑問文は、疑問詞を文頭に出す。 

例 What time will the train arrive in Tokyo?  

（その列車は何時に東京に着く予定ですか） 

 



問題１ 次の英文を日本文にしなさい。 

(1) I'm going to go to Hokkaido next week.  

                                  

(2) Ken is going to play soccer tomorrow.  

                                  

(3) Are you going to watch TV this afternoon?  

                                  

(4) Tom is not going to make a big sound. 

                                  

(5) I will play baseball tomorrow. 

                                  

(6) My mother will go to New York next month. 

                                  

(7) Will he visit Kyoto next summer? 

                                  

 

問題２ （    ）内に適切な単語を入れなさい。 

(1) 私はテレビを見るつもりです。  

  I (     ) (     ) (     ) (     ) TV. 

(2) ケンは英語を勉強するつもりです。 

  Ken (     ) (     ) (      ) (     ) English. 

(3) あなたは公園を走るつもりですか。―はい、走るつもりです。 

(     ) you (     ) (     ) (     ) in the park? 

  ―Yes, (     ) (     ) . 

(4) 私たちは魚を捕まえないつもりです。 

  We (     ) (     ) (     ) (     ) fish. 

(5) 彼女はフランス語を習うでしょう。 

（        ） （        ） （        ） French. 

(6) あなたは明日、勉強するつもりですか？ 

（       ） （       ） （       ）（       ）? 

(7) 彼のお兄さんはここには来ないでしょう（来るつもりではない）。 

（       ） brother （        ） （        ） here. 

 

 

 

 



問題３ 次の各組がほぼ同じ意味になるように適する語を入れなさい。 

(1) You are going to wash dishes after shopping, 

You （        ） （        ） dishes after shopping. 

 

(2) She will go to America next week. 

 She （        ） （        ） （        ） （        ） to America next week. 

 

(2) They are going to be busy next year. 

They （        ） （        ） （        ） next year. 

 

(3) It will rain this afternoon. 

It will （        ） rainy this afternoon. 

 

(4) Will you leave Japan tomorrow morning? 

（        ） you （        ） to leave Japan tomorrow morning? 

 

問題４ （   ）内の語句から不要な語句を 1 語除き並べかえて、日本文に合う英文を

書きなさい。 

(1) 彼女はいい先生になるでしょう。（will/good./is/a/she/teacher/be） 

                                                                                                

(2) 私は昼食前に英語を勉強するつもりです。

（study/am/before/I/going/English/lunch/to/be） 

                                                                                              

(3) 明日は雨になるでしょうか。（rain/will/it/be/tomorrow/rainy） 

                                                                                              

(4) 私は楽しい時間を過ごすでしょう。（will/I/good/have/time/be/a） 

                                                                                                              

問題５ 次の質問に、（   ）内の指示に従って答えなさい。 

(1) How will the weather be tomorrow? （「晴れ」と答える） 

                                                     

(2) Who is going to use this pencil? （私の「弟」と答える） 

                                                      

(3) What time are you going to get up tomorrow morning? （「７時」と答える） 

                                                   

(4) What will you be in the future? （「数学の先生」と答える） 
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時制のトレーニング 

She writes the letter.  

 

「彼女は手紙を書きます。」をもとに過去形、未来形、進行形など様々な時を表現できるようになりま

しょう。（時の表現 ＝ 時制といいます） 
まだ学校や塾で習っていない表現も登場するかもしれませんが、これから習うことに早めに慣れてお

くことは大変いいことです。何回も声に出してスラスラ読めるようになりましょう。 

 

(1) 現在形 

①彼女は手紙を書きます。 

②彼女は手紙を書きません。 

③彼女は手紙を書きますか。 

 はい、書きます。いいえ、書きません。 

 

(2) 過去形 

①彼女は昨日手紙を書きました。 

②彼女は昨日手紙を書きませんでした。 

③彼女は昨日手紙を書きましたか。 

 はい、書きました。いいえ、書きませんでした。 

 

(3) 現在進行形 

①彼女は今手紙を書いています。 

②彼女は今手紙を書いていません。 

③彼女は今手紙を書いていますか。 

 はい、書いています。いいえ、書いていません。 

 

(4) 過去進行形 

①彼女はその時手紙を書いていました。 

②彼女はその時手紙を書いていませんでした。 

③彼女はその時手紙を書いていましたか。 

 はい、書いていました。いいえ、書いていませんでした。 

 

(5)未来形 

①彼女は明日手紙を書くつもりです。 

②彼女は明日手紙を書くつもりではありません。 

③彼女は明日手紙を書くつもりですか。 

はい、書くつもりです。いいえ、書くつもりではありません。 

 

 

① She writes the letter. 

② She doesn’t write the letter. 

③ Does she write the letter? 

   Yes, she does. / No, she doesn’t. 

 

 

① She wrote the letter yesterday. 

② She didn’t write the letter yesterday. 

③ Did she write the letter yesterday? 

   Yes, she did. / No, she didn’t. 

 

 

① She is writing the letter now. 

② She isn’t writing the letter now. 

③ Is she writing the letter now? 

   Yes, she is. / No, she isn’t. 

 

 

① She was writing the letter then. 

② She wasn’t writing the letter then. 

③ Was she writing the letter then? 

   Yes, she was. / No, she wasn’t. 

 

 

① She will write the letter tomorrow. 

② She won’t write the letter tomorrow. 

③ Will she write the letter tomorrow? 

   Yes, she will. / No, she won’t. 
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(5) 助動詞 

①彼女は手紙を書かなければならない。 

②彼女は手紙を書く必要はありません。 

③彼女は手紙を書かなければなりませんか。 

はい、書かなければなりません。いいえ、書く必要はありま

せん。 

 

(6) 受動態（受け身形） 

①その手紙は彼女によって書かれました。 

②その手紙は彼女によって書かれませんでした。 

③その手紙は彼女によって書かれましたか。 

 はい、書かれました。いいえ、書かれませんでした。 

 

(7) 現在完了形 

①彼女はもう手紙を書きました。 

②彼女はまだ手紙を書いていません。 

③彼女はもう手紙を書きましたか。 

 はい、書きました。いいえ、書いていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① She must write the letter. 

② She doesn’t have to write the letter. 

③ Must she write the letter? 

   Yes, she must. / No, she doesn’t have to. 

 

 

 

① The letter was written by her. 

② The letter wasn’t written by her. 

③ Was the letter written by her? 

   Yes, it was. / No, it wasn’t. 

 

 

① She has already written the letter. 

② She hasn’t written the letter yet. 

③ Has she written the letter yet? 

   Yes, she has. / No, she hasn’t. 

 

 


