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助動詞と会話表現
現在形・過去形・未来形・進行形

English

1 基本時制・助動詞・会話表現
基 本 問 題

1	be動詞	 	
 （1） 語形変化
   （　　　）の中の語を適する形に直しなさい。
  ①　The children（be）in the same room now.

　　　   

  ② 　There（be）a lot of water in this river 
yesterday. 　　　   

  ③　The book（be）on the table one hour ago.

　　　   

 （2） 適語補充①
   （　　　）の中に適する be動詞を書きなさい。
  ①　Mr. and Mrs. Brown（　　　）at home now.

　　　   

  ②　He（　　　）very happy at that time.

　　　   

  ③ 　Jun and Ken（　　　）in the same class 
this year. 　　　   

 （3） 適語補充②
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ① 　彼女は中学生ではありません。

             a junior high school 

student.
  ②　空には星が1つも出ていませんでした。

             any stars in the sky.

  ③ 　教室にはたくさんの生徒がいますか。はい，
います。

             many students in 

the classroom?  Yes,        .

  ④ 　パーカーは先週，病気でしたか。いいえ，違い
ます。

         Parker sick     week ? 

No,        .

 （4） 英作文
   次の日本文を英語に直しなさい。
  ①　そこには男の子が何人かいましたか。

　　   

  ②　祐樹（Yuki）は今，自分の部屋にはいません。

　　   

2	一般動詞	 	
 （1） 語形変化
   （　　　）の中の語を適する形に直しなさい。 

  ①　Taro（have）a cat and a dog now.

　　　   

  ② 　Which bus （go）to the station?  

No.7 bus does. 
　　　   

  ③　Emi（study）English hard last night.

　　　   

  ④ 　I （take）some pictures in the park yesterday.

　　　   

  ⑤ He（buy）a book at the shop two days ago.

　　　   

 （2） 適語補充
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英

語を書きなさい。
  ①　拓は，スマホを欲しがってはいません。

     Taku         a smartphone.

  ② 　彼女は昨日，その本を読みましたか。いいえ，
読みませんでした。

            she     the book 

yesterday? 　No,        .

  ③ 　東京スカイツリーから富士山が見えましたか。
はい，見えました。

         you     Mt. Fuji from 

Tokyo Sky Tree? 

　　　　Yes,        .

 （3） 英作文
   次の日本文を英語に直しなさい。
  ① 　スミス先生（Mr. Smith）は私たちに英語を教

えてくれます。

　　   

  ②　その赤ちゃん（baby)は，毎晩泣きます。
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  ③　健人（Kento）は，とても速く走りましたか。

　　   

  ④　彼は，彼女を助けようとしました。

　　   

  ⑤　私たちは，きのう図書館に行きませんでした。

　　   

3	進行形	 	
 （1） 語形変化
   （　　　）の中の英語を適する形にしなさい。
  ①　Yuki is（take）pictures now.

　　　   

  ②　The boy was（cry）then.
　　　   

  ③　My father is（swim）in the pool.

　　　   

  ④　She was（run）in the school yard.

　　　   

 （2） 適語補充①
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ① 　彼女は今，社会科を勉強をしていません。

     She         social studies 

now.
  ② 　美樹はそのとき，音楽を聴いていませんでし

た。

     Miki         to music at 

that time.
  ③ 　あなたは今，本を読んでいますか。はい，読ん

でいます。

         you     a book now?  

Yes,        .

  ④ 　誰が今，パソコンを使っていますか。由紀です。

     Who        the personal 

computer now?  Yuki    .

 （3） 適語補充②
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ① 　ルーシーはそのとき，学校に歩いて行く途中
でした。

     Lucy         to school at 

that time.
  ② 　あなたの両親は，そのとき，ソファに座ってい

ましたか。

         your parents      in 

   the sofa then?

 

  ③ 　だれがあなたがたの北海道旅行の計画を立て
ているのですか。父です。※計画を立てる　plan

     Who            your trip to 

Hokkaido?  My father    .
  ④ 　私が帰宅したとき，敦子はピアノを弾いてい

ませんでした。

     When I     home, Atsuko     

    the piano.

 （4） 英作文
   次の日本文を英語に直しなさい。
  ① 　陽子（Yoko）は今，TVを見ていません。

　　   

  ② 　竜也（Tatsuya）は，そのとき，何をしていまし
たか ?

　　   

  ③　彼らは，公園でサッカーを楽しんでいます。

　　   

4	未来形	 	
 （1）	 適語補充①
   （　　　）の中に適する英語を書きなさい。
  ① 　Mary（　  　　）（　　  　）fifteen years old
   next month.
  ② 　Nancy and Makiko（　  　　）（　　  　）

tennis together tomorrow.
  ③　Takashi（　  　　）（　　  　）America next  
    year.
  ④　（　  　　）you（　  　　）soccer with me?
   Sure.
  ⑤　（　  　　）I（　  　　）the window?
   Yes, please.
  ⑥ 　（　  　　）（　  　　）sing songs at the 

karaoke shop?  Yes, let’s.
  ⑦ 　My brother is（　  　　）（　  　　）visit
   Canada this vacation.
 （2） 適語補充②
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ①　私は明日，テニスをしません。

    I         tennis tomorrow.

  ② 　彼女は将来，外国で働くつもりはありません。

    She         in foreign

   countries in the future.
  ③ 　あなたは，あす 7時に福岡へ出発する予定で

すか。はい，その予定です。

         you         

leave for Fukuoka at seven tomorrow?  

    Yes,        .
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  ④ 　麻紀（Maki）は今度の土曜日に，プールで泳ぎ
ますか ? いいえ，泳ぎません。

        Maki     to swim in the 

   pool next Saturday?  No, she    .

  ⑤ 　あのレストランでランチを一緒に食べましょ
うよ。はい，食べましょう。

            have lunch at the 

   restaurant together?  Yes, let’s.
  ⑥   このかばんを運んでくれませんか。いいです

よ。

            carry this bag?  All

   right.
  ⑦ 　明日，放課後サッカーをしませんか ? もちろ

ん！

             play soccer with 

   me after school tomorrow?  Sure! 
  ⑧　明日，理香（Rika）とケーキをつくる予定です。

    I’m         make cakes 
   with Rika tomorrow.
 （3） 英作文
	 	 	 次の日本文を英語に直しなさい。
  ① 　彼女は，来週の月曜日に京都（Kyoto）を訪れる

予定です。

　　   

  ②　あなたは明日，何をするつもりですか。

　　   

  ③   一緒にこの部屋を掃除しましょう。

　　   

  ④　その写真を見せてくれませんか。

　　   

  ⑤ 　お手伝いしましょうか。

　　   

5	助動詞	 	
 （1） 適語選択
	 	 	（　　　）の中から適する語を選びなさい。
  ① 　（ ア	May　 イ	Will　 ウ	Does　 エ	Are ）
   you open the window?

　　　   

　　②　You（ ア must　 イ need　 ウ have
   エ are ）study math very hard.

　　　   

  ③　（ ア May　 イ Will　 ウ Shall　 エ Have ）
   we go shopping this afternoon?

　　　   

  ④　We don’t（ ア have　 イ must　 ウ should
   エ will ）to go there.

　　　   

 （2） 適語補充①
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ①　あなたは毎日剣道の練習をするべきです。

    You         kendo every
   day.

  ②　あなたはその本を読まなくてもいいですよ。

    You            

   read the book.

  ③　ここで走ってはいけません。

    You         run here.

 （3） 並べかえ
   次の日本文に合うように，（　　　）の中の英語を
正しく並べかえて，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いる。

  ①　小雪は今，幸せに違いない。
   （ be / Koyuki / happy / now / must ）.

　　   .

  ②　私はこのバッグを買いたいと思います。
   （ would / I / to / this / like / bag / buy ）.

　　   .

  ③ 　彼女はその質問に答えられるでしょう。
   （  to / she’ll / the question / be / answer / able ）.

　　   .

 （4） 適語補充②（会話表現）
   次の日本文に合うように，　　　線上に適する英
語を書きなさい。

  ① 　（電話で）どちら様ですか。  

   　　 　      , please?

　  ②　（電話で）ホワイトさんとお話しできますか。 

          speak to Mr. White?

  ③　（お店で）いらっしゃいませ。

            help you?

  ④　（お店で）このかばんはいかがですか。

            this bag?

  ⑤　どうかしましたか。

        wrong  with you?

 （5） 英作文
   次の日本文を英語に直しなさい。
  ①　あなたは家に帰ってもいいですよ。

　　   

  ② 　智之（Tomoyuki）は速く走ることができますか。

　　   

  ③　ドアを閉めましょうか。はい，お願いします。

　　   

　     　　        
  単元別確認テスト1   ⇦●i Passdas（電子書籍）


