2
一般動詞の形（現在・過去・未来）

1-1

学習日

／

一般動詞の現在形 / 進行形
My sister plays tennis on Sundays.

暗記例文

わたしの姉は毎週日曜日にテニスをします。

Step 1.

一般動詞の現在形

一般動詞の現在形は「〜します」と現在の習慣や状態を表す

⑵

現在形は主語が３人称単数のとき，動詞の語尾に (e)s をつける

SA

⑴

３人称単数現在形 ➡ p.33 中1 ⑤一般動詞

【（e）s のつけ方】
そのまま s をつける
es をつける
y を i にかえて es をつける
不規則に変化する

⑴

空所をうめよう

play → plays
go → goes
study → studies
have → has

∞ study English every day.

（わたしは毎日，英語を

He gets up early every morning.

M

⑵

（彼は毎朝，早く

She

Takashi

進行形

。）

（彼女は 7 時に夕食を食べます。）

in Osaka.

（タカシは大阪に住んでいます。）

PL

Step 2.

dinner at seven.

。）

⑴ 「（今）〜しています」という現在進行中の動作は，現在進行形《is[am, are] ＋動詞の ing 形》で表す
現在進行形 ➡ p.34 中1 ⑧現在進行形

＊ is, am, are は主語によって使い分ける
【動詞の ing 形の作り方】
そのまま ing をつける
語尾の e をとって ing をつける
語尾の文字を重ねて ing をつける
ie を y にかえて ing をつける

play → playing
use → using
run → running
die → dying

⑵ 「〜していました」と過去のある時点で進行中の動作は，過去進行形《was[were] ＋動詞の ing 形》
で表す

空所をうめよう

⑵

∞

lunch.

E

⑴

過去進行形 ➡ p.36 中2 ②過去進行形

（わたしは昼食を食べています。）

He

the bike.

（彼はその自転車を使っています。）

Tom

then.

（トムはそのとき眠っていました。）

We

at three. （わたしたちは３時に走っていました。）

3

一般動詞の現在形（「〜します」）と進行形（「〜しています [ していました ]」）を復習しよう。

Q1

練習しよう

□⑴

次の日本語が表す英文をあとから選び，記号で答えなさい。

□①

わたしたちは毎週，公園を掃除します。

〔

〕

□②

わたしたちはときどき，母を手伝います。

〔

〕

□③

わたしたちは小さな町に住んでいます。

〔

〕

SA
ア

ウ
オ

□⑵

We are fourteen years old.
We play tennis every day.
We sometimes help our mother.

次の英文に合うものを（

□①

□②
□③
□④

Q2

エ
カ

We live in a small town.
We clean the park every week.
We like basketball very much.

）内から選び，○で囲みなさい。

He（ visit, visits ）Hokkaido every summer.
She（ do, does ）her homework before dinner.
Bob（ study, studies ）Japanese at school.
This bus（ go, goes ）to City Hall.
Ms. Jones（ have, has ）a lot of friends in Japan.

M

□⑤

イ

□⑴

練習しよう

次の英文に合うものを（

□①
□③
□④
□⑤
□⑥
□⑵

∞（ is, am, are ）reading a book about birds now.
We（ is, am are ）playing baseball at school.
Taku（ is, am, are ）watching TV now.
My brother is（ make, makes, making ）lunch for us.
Eri and ∞ are（ have, has, having ）a great time together.
Our dog is（ run, runs, running ）around the yard.

PL

□②

）内から選び，○で囲みなさい。

次の日本語に合う英文になるように，
（

□①

わたしは昨日の７時にそのコンピュータを使っていました。

∞（ am, was, were
□②

）using

the computer at seven yesterday.

先生たちは，職員室で話していました。

The teachers（ are, was, were

）talking

ヒロは放課後，バスケットボールをしていました。

Hiro（ played, is playing, was playing
□④

）basketball

after school.

わたしはあの少年を知っています。彼は１時間前トムと走っていました。

∞（ know, am knowing, knew
with Tom an hour ago.
□⑤

in the teachersʼ room.

E

□③

）内から適語を選び，○で囲みなさい。

）that

boy. He（ ran, is running, was running

ベスは正午前，犬を散歩させていました。彼女は今，音楽を聞いています。

Beth（ walked, is walking, was walking ）her dog before noon.
She（ listens, is listening, was listening ）to music now.
⑵④

日本語の「知っている」にまどわされないように注意。

）

4
一般動詞の形（現在・過去・未来）

1-2

学習日

／

一般動詞の過去形 / 未来の文

Step 3.

一般動詞の過去形

⑴ 「〜しました」と過去のできごとを表すときは，一般動詞の過去形を使う
＊多くの動詞は原形の語尾に (e)d をつけて過去形を作る（→規則動詞）
【(e)d のつけかた】

SA

そのまま ed をつける
語尾が e のときは d だけつける
語尾が《短母音＋子音字》のときは語尾の文字を重ねて ed をつける
語尾が《子音字＋ y》のときは y を i にかえて ed をつける

⑵

play → played
use → used
stop → stopped
study → studied

一部の動詞は不規則に変化して過去形を作る（→不規則動詞）

・不規則動詞の過去形の例：
take → took

⑴

get → got

∞

go → went

come → came

have → had

buy → bought など

see → saw
➡ p.35 中1 ⑫一般動詞（過去）

the piano yesterday.

（わたしは昨日，ピアノを弾きました。）

空所をうめよう

Ken

（ケンはこの前の日曜日，数学を勉強しました。）

M

⑵

math last Sunday.

They

to Nara last week.

Yuki

a good time at the party.

（彼らは先週，奈良へ行きました。）

Step 4.

未来の文

PL

（ユキはパーティーで楽しい時を過ごしました。）

⑴ 「〜するつもりです，〜する予定です」と予定や計画している未来，意向などを言うときは，
be going to 〜 ➡ p.36 中2

《be（is［am，are］）going to ＋動詞の原形》で表す

③未来

⑵ 「〜するつもりです，〜でしょう」と意志や未来の状態や動作の予測，その場で思いついた予定な
どを言うときは，助動詞 will を使って《will ＋動詞の原形》で表す

⑴

∞

going to

there.

going to

③未来

（わたしはそこに行くつもりです。）

E

空所をうめよう

They

will 〜 ➡ p.36 中2

the museum next Sunday.

（彼らは今度の日曜日，その博物館を訪ねる予定です。）
⑵

∞

him tomorrow.
（わたしは明日，彼を手伝うつもりです。）

∞t

warm soon.

（すぐに暖かくなるでしょう。）

5

一般動詞の過去形（
「〜しました」
）と，未来を表す be going to

Q3

練習しよう

□⑴

次の英文に合うものを（

）内から選び，○で囲みなさい。

We（ play, played ）soccer yesterday.
□② Bill（ clean, cleans, cleaned ）his room last week.
□③ My mother and ∞（ cook, cooked ）tempura yesterday evening.
□④ The car（ stop, stops, stopped ）here a few minutes ago.
□⑤ ∞（ study, studied ）science last night. ∞（ study, am studying, was studying ）
English now.
□⑵ 次の英文の文末に yesterday を加えて，過去の文にしなさい。
□① We have dinner at seven.
yesterday.
□② Amy takes pictures of ﬂowers.
yesterday.
□③ Jim gets up early and does his homework.
yesterday.
□①

SA

M

Q4
□⑴

練習しよう

次の英文に合うものを（

□①
□②
□④
□⑤
□⑵

∞（ visit, go to visit, am going to visit ）your house tomorrow.
Liz（ stays, goes to stay, is going to stay ）with us next Sunday.
The girls（ is, are, am ）going to have a party.
We（ is, am, are ）going（ watch, to watch, watching ）TV tonight.
Mr. Sato（ is, am, are ）going to（ work, works ）in America.

PL

□③

次の日本語に合う英文になるように，

□①
□②

my friends next Sunday.

明日の午後は雨が降るでしょう。

∞t
□③

に適する語を書きなさい。

わたしは次の日曜日に友達に会うつもりです。

∞

tomorrow afternoon.

わたしたちはこの前の冬，スキーを楽しみました。今年の夏は泳ぎに行くつもりです。

チャレンジ問題 !!
次の (

skiing last winter. We

今まで習ったものも含めて理解できているかな？

swimming

E

We
this summer.
ㅤ

）内から選び，○で囲みなさい。

) 内の語を必要ならば文中に適する形に直して書きなさい。

It ① ( be ) sunny this morning. So I ② ( go ) to the park near my house. Itʼs a large park,
and it ③ ( have ) a lot of tall trees. In the park, I ④ ( see ) Toshi, one of my friends. He was
⑤ ( run ) there then. He ⑥ ( stop ) and we talked for a while. I ⑦ ( come ) home before
noon. I will ⑧ ( go ) there again next week.

□①

□②

□③

□④

□⑤

□⑥

□⑦

□⑧

