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1
1	現在形…現在の様子・状態や習慣を表現する。

    

　　　　　　　　　　主語
 動詞の種類 1人称単数 2人称または複数 3人称単数

be動詞 am are is
一般動詞 原形と同じ形 原形＋s，es

  ▶よく使われる語句…usually「ふだん」，now「今」，often「よく」，always「いつも」，every～「毎～」など。
  ▶「There	 is（are）～」の文…「～があります，～がいます」
  注意  There～の文…「～〔特定の人・物〕がある（いる）」という場合，There ～の文はふつう使わない。
       （例）There are my friends in the room.（×）My friends are in the room.（○）
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　特定の人
2	過去形…過去における動作や状態を表現する。

    

　　　　　　　　　　主語
 動詞の種類 1人称単数 2人称または複数 3人称単数

be動詞 was were was
一般動詞 規則・不規則動詞（主語に関係なく同じ形）

  ▶be動詞の過去形 …上記の表を参照
  ▶動詞の過去形    ① 規則動詞…原形＋ed（原形＋dのものや子音字を重ねるものなどもある。）
            ② 不規則動詞… edをつけずに不規則に変化する。was・were（be），went（go），made

（make），saw（see）など。（　　）内は原形。
            ③ 無変化の動詞… put，read（発音は［ri▼▲d］から［red］に変化する）など。
  ▶よく使われる語句…yesterday「きのう」，last ～「この前の～」，～ ago「～前」，just	 now「たった今」など。
  ▶不規則動詞の変化…p.7 を参照

基本問題1，2
3	疑問文・否定文…動詞の種類，時制，主語によって異なる。

    

　　　　　　　　　  文の種類
 動詞の種類 否定文 疑問文

be動詞  主語＋be動詞＋not～ .  be動詞＋主語～?

一般
動詞

現在形
3人称単数以外  主語＋don’t＋動詞の原形～ .  Do＋主語＋動詞の原形～?
3 人称単数  主語＋doesn’t＋動詞の原形～ .  Does＋主語＋動詞の原形～?
過去形  主語＋didn’t＋動詞の原形～ .  Did＋主語＋動詞の原形～?

基本問題3
4	進行形…動作がある時点で進行中である（あった）ことを表現する。

    

　　　　文の形・意味
 時制 文の形 意味

現在進行形    be動詞＋現在分詞（一般動詞の ing形）  「～しています（いるところです）」
過去進行形    was（were）＋現在分詞（一般動詞の ing形）  「～していました」

  ▶よく使われる語句…now「今」，then「そのとき」，at that time「そのとき」など。
  注意  進行形にできない動詞…	like，know，have「持っている」「（動物を）飼っている」など，動作ではなく状態

を表す動詞は進行形にできない。
   （例） I am having a dog and a cat.（×）　 I have a dog and a cat.（○）
  ▶	近い未来の予定…go，come，leave，arriveなどの往来・発着を表す動詞が進行形に使われると，近い未来を

表すことがある。
   （例） We’re arriving there at ten o’clock.（私たちはそこに 10時に到着します。） 基本問題4

5	未来形…これからの予定・予想・意志などを表現する（話し手の意志）。
  ▶形…will（＝be	 going	 to）＋ 動詞の原形
  ▶意味…「（未来に）～します」，「～するつもりです」，「～の予定です」，「～でしょう（推測・予想）」
  ▶よく使われる語句…tomorrow「明日」，next ～「次の～」など。
  ▶否定文・疑問文
    ① 否定文…will（または be動詞）のあとに notを入れる。短縮形…won’t
    ② 疑問文…will（または be動詞）を主語の前に出す。 基本問題5



1　基本時制

英 3

1	次の文の（　　　）の中の語を適する形に直しなさい。

 （1） Davis（have）two brothers and a sister. 　　   

 （2） She often（buy）food at the ※supermarket. 　　　※supermarket　スーパー 　　   

 （3） The girl usually （go）to school by bus. 　　   

 （4） There（be）some books on the table yesterday. 　　   

2	次の文を，（　　　）の中の語を加えて書きかえなさい。

 （1） Taro is fourteen years old. （last year）
　　   

 （2） They run in the park. （yesterday）
　　   

 （3） Yuki puts a book on the table. （just now）
　　   

 （4） I see my uncle. （two days ago）
　　   

要点の整理1,	2  応用問題A1,	 A2

3	次の（1），（2）の文を否定文に，（3），（4）の文を疑問文に書きかえなさい。

 （1） There are some students in the room.
　　   

 （2） He read this book.
　　   

 （3） Your father took you to the park.
　　   

 （4） Your parents know his name.
　　   

要点の整理3  応用問題A3

4	次の日本文に合うように，（　　　）の中の動詞を適する形に直して，　　　線上に書きなさい。

 （1） 今，母はケーキを作っています。

   My mother 　　    　　    a cake now. （ make ）

 （2） 今，彼は公園を走っていますか。

   　　    he 　　    in the park now? （ run ）

 （3） そのとき，ジュディはピアノを弾いていませんでした。

   Judy 　　    　　    the piano at that time. （ play ）

 （4） そのとき，あなたがたは音楽をきいていたのですか。

   　　    you 　　    to music then? （ listen ）

要点の整理4  応用問題A4

5	次の文を，（　　　）の中の指示に従って書きかえなさい。

 （1） I will go to Tokyo next month. （否定文に）
   　　   

 （2） Yuki studies English. （tomorrowをつけて，未来の文に）
   　　   

 （3） You are going to play tennis tomorrow. （疑問文に）
   　　   

 （4） Takuro will help his mother tonight. （willを be going toに変えてほぼ同じ意味の文に）
   　　   

要点の整理5  応用問題A5



1　基本時制

英 4

1	次の文の（　　　）の中に入る語を，あとの の中から選び，適する形に直して意味のとおる文にしなさい。
 （1） There（　　　）a lot of people in the room now. 　　   

 （2） My dog（　　　）long ears. 　　   

 （3） Keiko（　　　）English for an hour every day. 　　   

 （4） My father often（　　　）his car when he is at home. 　　   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 make， wash， tell， study， be， have

2	次の日本文に合うように，あとの英文のA，Bの（　　　）に適する語を書きなさい。
 （1） 彼は昨日，歩いて学校へ行きました。
   He（　A　）to school （　B　）.  A　　    B　　   

 （2） アキはけさ，7時に起きました。
   Aki（　A　）up at seven（　B　）morning.  A　　    B　　   

 （3） その池には水がたくさんたまっていました。
   There（　A　）a lot of（　B　）in the ※pond.  A　　    B　　   
           ※pond　池 要点の整理・基本問題1，2
3	次の対話文の　　　線上に適する英語を書きなさい。
 
（1）

 ｛ A：　　    you play the piano yesterday?

    B：Yes, I 　　   .

 
（2）

 ｛ A：　　    the boy read this book today?

    B：No, he didn’t.  He 　　    another one.

 
（3）

 ｛ A：　　    Kumi study English every night?

    B：Yes, she does.  But she  　　    study it last night. 要点の整理・基本問題3

4	次の日本文を，（　　　）の中の語を並べかえて，意味のとおる英文にしなさい。ただし，それぞれ不要な語が 1
つずつある。

 （1） 武史は今，いすに座っています。（ now, sitting, Takeshi, is, on, was, the, chair ） .

   　　   

 （2） 彼は来月，京都に行く予定です。（ will, is, Kyoto, to, next, month, He, going ）.

   　　   

 （3） 私は１時間前には，TVを見ていませんでした。（ TV, hour, wasn’t, looking, ago, I, one, watching ）.

   　　   

 （4） 絵美（Emi）は，どこで泳いでいたのですか。（ swimming, was, Where, Emi, did ）?

   　　   

要点の整理・基本問題4

5	次の各組の文を，（　　　）の中の指示に従って書きかえるとき，　　　線上に適する英語を書きなさい。
 
（1）

 ｛ My father washes his car. （next Sundayを加えた文に）

    My father 　　    his car next Sunday.

 
（2）

 ｛ He’ll go to the park this afternoon. （否定文に）

    He 　　    to the park this afternoon.

 
（3）

 ｛ Are you going to make a dog house next Sunday? （ほぼ同じ意味の文に）

    　　    a dog house next Sunday? 要点の整理・基本問題5
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