


1 基本時制（現在・過去・未来・進行形）
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1	 現在形…現在の様子・状態や習慣を表現する。	 　	
 ◉よく使われる語句…now, always, often, usuallyなど。
  注意    現在形の文は，現在の状態や習慣的な行為（動

作）などを表す。現在 ,行われている行為を表す
場合には，ふつう現在進行形（下記の４）を使う。

  ＋α  　状態動詞と行為動詞⇨Passdas P-EX（電子書籍）
　◉ 「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.（○）
　　 ＋α 　3 単現の sと  There is（are）～の文　⇨Passdas P-EX（電子書籍）
	
2  過去形…過去における動作や状態を表現する。	 　	
 ◉be動詞の過去形…was・were（右の表参照）
 ◉  一般動詞の過去形
  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。went（go），made（make），saw（see），took（take）など。

（　　）内は原形。
  ③　無変化の動詞… put，read（発音は［riːd］から［red］に変化する）など。
 ◉ よく使われる語句…yesterday，last ～，～ ago，then「その時」，just now「たった今」など。

進め ! 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。	 　	
 ◉  be動詞の場合は，否定文は be

動詞の後に notがきて，疑問文
は主語の前に be動詞がくる。

 ◉ 一般動詞の場合は，否定文は動
詞の原形の前に don’t［doesn’t, 
didn’t］がきて，疑問文は主語の
前に Do［Does，Did］がくる。

          進め ! 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。	 　	
 ◉ 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.（○）
  ＋α   分詞（現在分詞・過去分詞）とそのはたらき⇨Passdas P-EX（電子書籍）
 ◉ 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時に到着する予定です。）進め ! 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。	 　	
 ◉ 形…will（＝be going to）＋動詞の原形
 ◉ 意味…「～するつもりです」，「（未来に）～します」，「～の予定です」，「～でしょう，～だろう（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。
 ＋α   単純未来と意志未来の will⇨Passdas P-EX（電子書籍）
 ＋α   未来進行形⇨Passdas P-EX（電子書籍）
 ＋α   似た意味の動詞の使い分け⇨Passdas P-EX（電子書籍） 進め ! 基本問題5
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1　基本時制

基 本 問 題要点

1　次の（1）～（4）の英文の（　　　）の中の語を，適する形に直しなさい。
 （1） Yuki （ study ）mathematics every day.

　　   

 （2） Mary （ wash ）the dishes after dinner three days ago.
　　   

 （3） My mother always （ say ）to me, “You should study harder.”
　　   

 （4） There （ be ）a lot of stars in the sky last night.  
　　   

2　次の（1）～（3）の英文を（　　　）内の語句を加えて，全文を書きかえなさい。
 （1） She is in this room.（ some minutes ago ）                                         

   　　   

 （2） I stop my car here about four o’clock.（ yesterday evening ）
   　　   

 （3） Ken takes these pictures.（ last Sunday ） 
   　　   

進め ! 応用問題A 1• 23　次の（1）～（4）の英文を参考にして，あとの日本文を英語に直しなさい。
 （1） There are some children in the room.
   部屋には子どもたちは 1人もいません。
  →　　   

 （2） The boy read the book last night.
   私は昨夜，その本を読みませんでした。
  →　　   

 （3） She teaches the children English. 
   彼女は，その子どもたちに英語を教えましたか？
  →　　   

 （4） Jim drives his car every morning.
   ジムは毎朝，車を運転しますか？
  →　　   

進め ! 応用問題A 3

4　次の（1）～（4）の日本文に合うように，あとの英文の①,②の（　　　）に適する英語を書きなさい。
 （1） 私の兄は今，泳いでいます。
   My brother（　　①　　）（　　②　　）now.             ①　   ②　  

 （2） あなたのお姉さんは今，勉強していますか？
   （　　①　　）your sister（　　②　　）now?              ①　   ②　  

 （3） その時，彼らは川沿いを走っていませんでした。
   They （　　①　　）（　　②　　）along the river then.  ①　   ②   
 （4） あなたはその時，何をしていたのですか？
   What （　　①　　） you（　　②　　）at that time?    ①　   ②　  

進め ! 応用問題A 35　次の（1）～（4）の日本文を（　　　）の中の語〔句〕を使って英語にしなさい。
 （1） 私たちは今日の午後，買い物に行きます。（afternoon）
   　　   

 （2） ジム（Jim）は，将来よいサッカー選手になるでしょう。（ in the future）
   　　   
 （3） 彼女は来週の土曜日，テニスをする予定はありません。（next）
   　　   

 （4） 彼らは今度の週末，ここに来るのですか？（weekend）
   　　   

進め ! 応用問題A 4  単元別確認テスト 1   ⇨Passdas P-EX（電子書籍）
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応 用 問 題 A基本

1　基本時制

1　次の（1）～（5）の英文の（　　　）に適する動詞を書きなさい。
 （1） My parents（　　　）in the living room then.

　　   

 （2） Yuki sometimes（　　　）breakfast for her family.
　　   

 （3） She usually（　　　）up at six in the morning.
　　   

 （4） Mary and Ken（　　　）a music class on Mondays this year.
　　   

 （5） Our teacher（　　　）always very kind to us.
　　   

2　次の（1）～（3）の日本文に合うように，あとの（　　　）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，文頭に来る語も小文字になっており，不要な語がそれぞれ 1 つずつ含まれている。

 （1） 私は，きのうの朝歩いて学校に行きました。
   （ yesterday / to / went / school / I / morning / walked ）.

   　　   

 （2） 昨年，東京にはたくさんの雪が降りました。
   （ snowed / we / of / last / a / year / had / lot / Tokyo / snow / in ）.

   　　   

 （3） 由紀は，数時間前に家のまわりを走りました。
   （ ago / ran / a / her / Yuki / hours / around / few / house / runs ）.

   　　   

基本問題1•2 戻れ !

3　次の（1）～（4）の英文を，（　　　）の中の指示に従って書きかえなさい。
 （1） Mayumi is watching a movie now.（nowを about seven last eveningにかえて）

   　　   

 （2） The teacher was talking with the students at that time.（at that time を nowにかえて否定文に）

   　   

 （3） I was cleaning my room then.  （下線部を問う文に）

       　   

 （4） They made a lot of cakes.（at that timeを加えて，進行形の文に）

   　　   

基本問題3・4 戻れ !

4　右の絵について，それぞれの指示に従って，対話の場面に合うような英文を書きなさい。
 （1） ア には， の中から 5語以上を選んで，質問の文を一つ書く。

   語群 going   tennis   are   to   where   play   you   will

   　　   

 （2） イ には， ア の質問に対応するように，7語以上の英語を使って，答えの
文を書く。

   　　   

基本問題5 戻れ !

ア

イ


