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動詞と時制

動詞の現在形
be 動詞，一般動詞の現在形は，現在の状態やある行為が習慣的に行われていることを表す。
① I am thirteen years old.
（わたしは13歳です。）

② I go to school by bus every day.
（わたしは毎日，バスで学校へ通います。）

③ My sister studies English at school.

SA

（姉は学校で英語を学んでいます。）

2

現在進行形

〈主語＋ am［are, is］＋動詞の ing 形〜 .〉で，現在，ある動作などが進行していることを表す。
① My mother is cooking in the kitchen.
（母は台所で料理をしているところです。）

② We are listening to music now.
（わたしたちは今，音楽を聞いているところです。）

3

動詞の過去形

M

be 動詞，一般動詞の過去形は，過去の状態やある行為が過去に行われたことを表す。
① I was busy last week.
（わたしは先週，忙しかった。）

② I played tennis with my father yesterday.
（わたしはきのう，父とテニスをした。）

4

過去進行形

PL

〈主語＋ was［were］＋動詞の ing 形〜 .〉で，過去のある時点で，ある動作などが進行していたことを表す。
① Taro was watching TV when I visited him.
（ぼくが訪ねたとき，太郎はテレビを見ているところでした。）

② They were singing an English song at that time.
（彼らはそのとき英語の歌を歌っているところでした。）

5

未来⑴

〈主語＋ will ＋動詞の原形〜 .〉で，
「〜でしょう，〜するつもりだ」という意味を表す。
① It will be fine tomorrow.
（明日は晴れるでしょう。）

（ぼくは今日，この本を読み終えるつもりだ。）
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未来⑵

E

② I will finish reading this book today.

〈主語＋ am［are, is］going to ＋動詞の原形〜 .〉で，「〜でしょう，〜するつもりだ」という意味を表す。
①

I am going to visit Hokkaido this summer.
（わたしは今年の夏，北海道を訪れるつもりだ。）

② We are going to leave Tokyo for New York tomorrow.
（わたしたちは明日，ニューヨークへ向けて東京を出発します。）
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練成問題

1 次の英文を日本文に直しなさい。
□⑴

My father bought this computer last year, but he doesnʼt use it.
（

）

□⑵ My sister was sick in bed yesterday, but she is well today.
（

）

□⑶ My father works at a bank in Shinjuku. He goes to his bank by bus every day.
（

）

□⑷ I finished my homework after dinner. Now Iʼm watching TV with my family.

SA
（

）

□⑸ Mr. Hara taught us English last year. He was very kind to us.
（

）

□⑹ I read a book in the library because it was raining.
（

）

□⑺ Kenji will go to Hokkaido this summer. He will stay with his uncle in Sapporo.
（

）

□⑻ Keiko and I are good friends. We are going to go shopping in Shibuya next Sunday.
（

⑴ bought buy の過去形

⑵

sick 病気の

M

語句

）

⑺ stay with …

…〔人〕のところに泊まる

⑻

⑶

bank 銀行

⑸ taught teach の過去形

go shopping in 〜 〜へ買い物に行く

2 次の各文の下線部の語を正しい形（語）に直しなさい。ただし，直す必要のないものは○を書きなさい。
My father like fishing very much. He will goes fishing next Sunday.

□⑵

Ken and Keiko are listen to music in the living room. They like music very much.

□⑶

We didnʼt busy this month, but we will are busy next month.

□⑷

My uncle live in London last month, and he live in Paris now.

□⑸

Does your brother help you with your homework last night?

□⑹

Yumi and I am watching TV when our father came home.

□⑺

Next Sunday is your brotherʼs birthday. Do you going to have a party for him?

□⑻

Masao will finishes reading the book tomorrow.

語句

⑴ fishing 釣り

⑸ help … with 〜

…の〜を手伝う

E

PL

□⑴

⑺

have a party パーティを開く
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3 次の日本文に合う英文になるように，
□⑴

わたしは１０年前，ここに住んでいました。当時，この辺にはたくさんの木がありました。

I
□⑵

here ten years ago. There

many trees around here in those days.

今朝，わたしが起きたときは雨が降っていましたが，今は降っていません。

It
□⑶

に適当な語を書き入れなさい。

raining when I

up this morning, but now it

このケーキはあなたが作ったのですか。―

いいえ。母が作りました。

you make this cake? ― No, I
□⑷

あなたのおじさんは野球をしていたのですか。―

. My mother

SA

to school, but he
seventeen next birthday.

君は明日，京都を訪れるつもりですか。

you going

□⑻

a doctor and Iʼm going

a very good time because the weather

⑴ in those days 当時

⑻

4 次の対話文が完成するように，
A：

your father busy yesterday?

A：

. He worked very hard.

you enjoy the movie last night?
very interesting.

A： What
B： I

PL

B： Yes, very much. It

□⑷

one は a doctor を指す〔同じ名詞の反復をさける用法〕

に適当な語を書き入れなさい。

B： Yes, he

□⑶

fine.

M

語句

□⑵

one, too.

天気がよかったので，わたしたちはとても楽しく過ごしました。

We

□⑴

Kyoto tomorrow?

ぼくの父は医者でしたし，ぼくも医者になるつもりです。

My father

□⑼

by bus this morning.

ぼくは次の誕生日で１７歳になります。

I

□⑺

.

兄はふだんは歩いて学校へ行きますが，今朝はバスで行きました。

My brother usually

□⑹

it.

はい，していました。

your uncle a baseball player? ― Yes, he
□⑸

raining.

you going to do this afternoon?

going to visit my aunt. She lives near my house.

A： Mr. Smith speaks Japanese very well. When

he

to Japan?

B： He came to Japan three years ago.
□⑸

A： It rained a lot today. How about tomorrow?
B： It is going to

□⑹

A： I need Maryʼs help. What

□⑻

reading a book in her room.
there for two months.

A： You look sleepy. What time
B： I
語句
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she doing now?

A： You visited London last year. How long
B： I

⑵ movie 映画

some stars in the sky.

E

B： She
□⑺

fine. Look! There

you stay there?
you go to bed last night?

to bed about one. I had a lot of homework to do.
⑸

a lot たくさん

⑹

help 助け，手伝い

⑻

sleepy 眠そうな

5 次の日本文に合う英文を，（
□⑴

）内の語句を使って書きなさい。ただし，下線をつけた語は必要に応じて適当な形に直して使いなさい。

母は毎朝，７時に朝食を作ります。
（ every / make / my mother / at seven / breakfast / morning )

□⑵

君はいつ北海道へ出発するのですか。
（ going / when / you / leave / to / Hokkaido / be / for ）

□⑶

この辺に銀行はありますか。
（ any banks / be / there / around here ）

SA
□⑷

明日は寒くなるでしょう。

（ will / cold / tomorrow / it / be ）

□⑸

太郎が来たとき，ぼくは英語を勉強しているところでした。

（ study / come / English / Taro / when / be / I ）

□⑹

父は３０歳のときに，この本を書きました。

( write / when / my father / be / thirty years old / this book / he )

由美は折り紙について書かれた本を探しています。

M

□⑺

（ about origami / for / Yumi / be / a book / look )

□⑻

わたしはきのう，本屋へ行って辞書を１冊買いました。

( and / to / I / a bookstore / buy / a dictionary / go / yesterday )

PL

6 次の日本文を英文に直しなさい。
□⑴

君の腕時計はどこにありましたか。―

□⑵

わたしの父は毎朝６時に起きて，歩いてわたしたちの家の近くの公園へ行きます。

□⑶

あなたは先月何冊の本を読みましたか。―

□⑷

ぼくは次の誕生日で１５歳になります。

□⑸

わたしたちは来年，オーストラリアを訪れるつもりです。

⑴

台所 kitchen

⑵

３冊読みました。

歩いて…へ行く

walk to …

⑸

E

語句

台所のテーブルの上にありました。

オーストラリア

Australia

9

