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英2

1	be動詞…「～である」のような性質・状態や，「いる，～がある」のような存在を表す。
 ▶be動詞の使いわけ
   主語の人称と数，時制によって変化する。

 

I

3人称単数

Youと複数

現在

am

is

are

過去

was

were

  未来

（will）be

主語　
時制

 ▶There is（are）～.の文…「～がある（いる）」の文
   形…〈There＋be動詞＋（a，someなど）＋名詞＋場所を表す語句〉

    例  There are some apples on the table.（テーブルの上にいくつかリンゴがあります。）
 進め ! 基本問題1（p.4）

2	一般動詞（現在）…「食べる」「持つ」のような意味を持つ，動作や状態を表す be動詞以外の動詞。

 ▶主語と動詞
   主語が3人称単数のとき，動詞の語尾に－ s（es）
   をつける。

 

s（es）のつけ方

s

es

yをiにかえてes

例

play→plays
like→likes

wash→washes
go→goes

study→studies
cry→cries

語尾

ふつう

s，sh，ch，x，o

子音字＋y
a，e，i，o，u 
以外の文字（  　　　　）

 進め ! 基本問題2（p.4）

3	一般動詞（過去）
 ▶動詞の過去形
   動詞の語尾に－ ed（d）をつけるのが基本。

 

ed（d）のつけ方

ed

d

子音字を重ねてed

yをiにかえてed

例

want→wanted
help→helped

like→liked
hope→hoped

stop→stopped
drop→dropped
study→studied

cry→cried

語尾

ふつう

発音しないe

短母音＋子音字

子音字＋y

 注  不規則に変化するものは，p.36の「不規則動詞変化表」を参照
 進め ! 基本問題3（p.4）

▶一般動詞の疑問文・否定文
 ①　疑問文… 主語が三人称単数のときはDoesを，それ以外の

ときはDoを文頭に置く。
 ②　否定文… 主語が三人称単数のときは does	 not（doesn’t）

を，それ以外のときは do	 not（don’t）を動詞の
前に入れる。

  例  You have a car. 　　　Do you have a car?
（あなたは車を持っています。）（あなたは車を持っていますか。）
    　　　　　　　　　　　　You don’t have a car.
　　　　　　　　　　　　　 （あなたは車を持っていません。）

  例  He plays soccer.　　　 Does he play soccer?
 （彼はサッカーをします。）
      　　　　　　　　 （彼はサッカーをしますか。）
　　　　　　　　　　　　　　  He doesn’t play soccer.

　　　　　　　　　　　　　 （彼はサッカーをしません。）

原形

原形

▲
▲

▲
▲

▶過去形の疑問文・否定文
 ①　疑問文… 主語の前に Didを置き，あとにくる動詞を原形
　　　　　　　にする。
 ②　否定文… did	 not（didn’t）を使い，あとにくる動詞を原形
　　　　　　　にする。

  例  She studied English.（彼女は英語を勉強しました。）

     　　　　　　　　　Did she study English?

　　　　　　　　　　　（彼女は英語を勉強しましたか。）
　　　　　　　　　　　　　She didn’t study English.

　　　　　　　　　　  （彼女は英語を勉強しませんでした。）

原形

原形

▲
▲

▶be動詞の疑問文・否定文
 ①　疑問文…主語と be動詞を入れかえてつくる。
 ②　否定文…be動詞のあとに notを入れる。

  例  She is happy.　　  Is she happy?〈疑問文〉
　　　 （彼女は幸せです。）　（彼女は幸せですか。）
　　　　　　　　　　　　　 － Yes, she is. ／ No, she isn’t.
　　　　　　　　　　　　　（はい，幸せです。
　　　　　　　　　　　　　　／いいえ，幸せではありません。）
　　　　　　　　　　　　　 She is not happy.〈否定文〉
　　　　　　　　　　　　  （彼女は幸せではありません。）

▲
▲
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1　基本時制・助動詞

4	進行形…「～しているところ」の意味で，動作がある時点で進行中であることを表す。
 ▶動詞の原形＋～ing（現在分詞）

 

ingのつけ方 例語尾

ふつう

e

短母音＋子音字

ing

eをとってing

子音字を
重ねてing

play→playing
go→going

make→making
come→coming

swim→swimming
run→running（短い母音）

 注  like，know，want，have「持っている」など
    の状態を表す動詞は進行形にできない。
 進め ! 基本問題4（p.5）
5	未来形…「～するつもり」「～だろう」の意味で，これからの予定や予想されることを表す。
 ▶未来形の文の形…〈will＋動詞の原形〉

   例 	 	 I will（I’ll）go to Tokyo tomorrow.（私は明日，東京へ行くつもりです。）
 ▶未来形の疑問文・否定文
   ①　疑問文…willを文頭に出す。
   ②　否定文…willのあとに notを入れる。　注　will not＝won’t
 ▶Will you ～?　Shall I（we）～?の文
   ①　Will you ～?　「～してくれませんか」（依頼）

    例 	 	Will you open the door?（ドアを開けてくれませんか。）－ Sure.（いいですよ。）
   ②　Will you ～?　「～するのはいかがですか」（勧誘）

    例 	 	Will you come in?（お入りになりませんか。）－ No, thank you.（いいえ，けっこうです。）
   ③　Shall I ～ ?　「［私が］～しましょうか」（提案）

    例 	 	Shall I open the door?（ドアを開けましょうか。）－ Yes, please.（はい，お願いします。）
   ④　Shall we ～ ?　「［いっしょに］～しましょう」（勧誘）

    例 	 	Shall we play tennis?（テニスをしましょう。）－ Yes, let’s.（はい，そうしましょう。）
 ▶willの同意表現
   will ～＝be going to ～「～するつもり」「～だろう」
 進め ! 基本問題5（p.5）

6	助動詞…動詞の前に置き，動詞の意味に，ある特定の意味をつけ加える働きをする。
 ▶助動詞の性質…助動詞のあとの動詞は原形にする。

   例 	 	She plays the guitar.　　　　　She can play the guitar.（彼女はギターがひけます。）
 ▶助動詞の意味
  ①　can…「～できる」の意味。   例　I can drive a car.

               （私は車を運転できます。）
  ②　may…「～してもよい」の意味。   例　You may watch TV.

               （あなたはテレビを見てもよい。）
  ③　must…「～しなければならない」の意味。 例　She must study hard.

               （彼女は一生懸命勉強しなければならない。）
  ④　should…「～すべきである」の意味。  例　They should read many books.

　　　            （彼らはたくさんの本を読むべきです  。）
 ▶助動詞の同意表現
  ①　can ～＝be	 able	 to ～「～できる」   ②　must ～＝have	 to ～「～しなければならない」
  ③　Will you ～ ?＝Please＋命令形（～してくれませんか） ④　Shall we ～?＝Let’s ～
 進め ! 基本問題6（p.5）

▶進行形の文の形…〈be動詞＋動詞の～ing形〉

 例  Bob is washing his car.

　　    （ボブは自分の車を洗っているところです。）
▶進行形の疑問文・否定文
 ①　疑問文…be動詞を主語の前に出す。
 ②　否定文…be動詞のあとに notを入れる。

  例  You’re cooking.（あなたは料理をしています。）
　　　　　　　　　　　　Are you cooking?
　　　　　　　　　　　　（あなたは料理をしていますか。）
　　　　　　　　　　　　You aren’t cooking.
　　　　　　　　　　　　（あなたは料理をしていません。）

▲
▲
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1　基本時制・助動詞

1	 be動詞	 	

	（1）	 be動詞の使いわけ
   （　　　）の中に適する be動詞を書きなさい。

  ①　We（　　　　）fifteen years old now.

  ②　He（　　　　）busy yesterday.

  ③　They（　　　　）my classmates last year.

	（2）	 be動詞の疑問文・否定文
   ①，②は否定文に，③は疑問文に書きかえなさ

い。
  ①　This is my bike.

　　　　　　　   .

  ②　They are tired.

　　　　　　　   .

  ③　Her name is Helen.

　　　　　　　   ?

	（3）	 There	 is（are）～.	の文
   　　　線上に適する英語を書きなさい。
  ①　机の上に本が１冊あります。

    　　    　　　    a book on the desk.

  ②　テーブルの下に猫が何匹かいますか。

    　　    　　　    any cats under 

   the table?

2	 一般動詞（現在）	 	
 （1）	 主語と動詞
   （　　　）の中の語を，必要に応じて適する形に

直しなさい。

  ①　They（ study ）very hard. 　　   

  ②　John（ have ）two sisters. 　　   

  ③　She（ go ）to school every day.
　　   

	（2）	 3 人称単数現在の形
   次の動詞を3単現の形に直しなさい。

  ①　wash    　　   

  ②　watch    　　   

  ③　fly     　　   

	（3）	 一般動詞の否定文
   次の文を否定文に書きかえなさい。
  ①　I like dogs.

　　　　　　　   .

  ②　Nancy lives in Japan.

　　　　　　　   .

	（4）	 一般動詞の疑問文

   次の文を疑問文に書きかえなさい。

  ①　He washes his car.

　　　　　　　   ?

  ②　They play baseball.

　　　　　　　   ?

3	 一般動詞（過去）	 	

 （1）	 動詞の過去形

   次の動詞の過去形を書きなさい。

  ①　study    　　   

  ②　read     　　   

  ③　write    　　   

  ④　stop     　　   

  ⑤　make    　　   

	（2）	 過去形の文の形

   （　　　）の中の語を適する形に直しなさい。

  ①　He（ watch ）TV yesterday.　　   

  ② 　My uncle（ give ）me this book last 

   Sunday. 　　   

  ③　They（ go ）to Kyoto last year.

　　   

	（3）	 過去形の否定文

   次の文を否定文に書きかえなさい。

  ①　She visited her friend.

　　　　　　　   .

  ②　We listened to the music.

　　　　　　　   .

	（4）	 過去形の疑問文
   次の文を（　　　）内の指示に従って書きかえな
さい。

  ①　He used this room.（疑問文に）

　　　　　　　   ?

  ②　You bought a bag.（下線部を尋ねる疑問文に）

　　　　　　　   ?


