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(be動き・とー・ルニ・)

1. are 2. YOU're 3. are

解説「あなたは~です」はYouare ~.。主語が1のときはbe動詞

に am を使い,1aln~.(私は~です)としたが,主語がYOUの場

/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

P4 ・ 5

別冊

答えと解説

づグ

^^^^^^^^^^^^^^^^

ズバリ
、

be動詞ヨm

1が主語ならbe動詞はam !

1. am 2.1'm 3. em

解説英語の文の大きな骨組みとなるのは「主語」と「動詞」。主語

とは「だれは〔が〕,何は〔が〕」にあたる語。動詞は,その主語が

どのような動きをしたり,どのような状態であるかを表すもの。

動詞にはbe動詞と呼ばれる am, are, iS の3つがあり,主語を

説明するのに使われる。 amは主語が1(私は)のときに使う。

＼

＼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. em 2.1 3.1am 4.1'm

解説 1.1= Rinaで,抑が入る。 2.「私」だけでなく「私は」ま

で含めて 1。 3.1= Emmaの関係。 4.1am は 1'm と短縮さ

れる。話しことぱではふつうrm とすることが多い。なお,抑

のあとに人名ではなくねⅡ(背が高い), kind(親切な)などの形容

詞が続くこともある。

1. 1amAkira.2. 1amta".

3. 1amHiroko.4. 1'mKen.

解説 4.1'm は lam の短縮形。

P2 ・ 3
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スバリ
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be動詞are

YOUが主語ならbe動詞はare!

=
T

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー



合はare を使う。なお,1は文中のどこでも大文字で1とするが,

yoU は文頭ではなく,文中で使う場合はyoUと小文字で使う。
2. you are の短縮形は you're となる。なお,<'>は「アポストロ
フィ」という。 3. Mnd は「親切な」の意味の形容詞

1. ere 2. YOU 3. Youare 4. YOU're

解説 1. YOU = Kateの関係。 2. YOU = Kenの関係。 3. YOU

Emmaの関係 4. YOU = busyの関係。 you're はyouare の^

短縮形。 busyは「忙しい」の意味の形容詞。

1. You ere Daiki.2. You are dane smith.

3. Youereta".4. YOU'rehun8ry.

解説「あなたは~です」はYouare~.で表し, youare の短縮形は

you're であることを確認しておこう。

ズバリ
3

Iam ~. You are ~.の否定文

否定文はam, areのあとに not!

1. not 2.1'm 3. not 4. eren't

解説 1.・ 2. 1aln ~.の否定文は am のあとに not を置いて,1aln

not~.とする lalnの短縮形は rm になるが, atnnotの短縮

形はないので,1amnot に短縮形を使うときは1'mnot とする。

3.・ 4. Youare ~.の否定文は, are のあとに not を置いて,

Youarenot~.とする。 Youarenot に短縮形を使うときは,

Youaren'tかYOU'renotのどちらを使ってもよい。

2

解説 1. am のあとにnot を置

3. are のあとに not を置く。

1. 1em nottired.2. 1'm notheppytodey.

3. You are not Mr. smith.4. You aren't sad.

解説抑やareがある文の否定文は<主語十be動詞十not~.>の語

順になる lam の短縮形は 1'm, arenotの短縮形は aren't。

知って得するコーナー

よく使われる形容詞には次のようなものがある。覚えておこう

Short 背が低い,短いtaⅡ背が高い

busy 忙しいMnd 親切な

Sad 悲しいhungry 空腹の

happy 幸福な,うれしいUred 疲れた

6ne 元気な,晴れたbeautifU1 美しい

SmaⅡ小さいbig 大きい

good よい,上手なnice すてきな

Poor 貧乏な貞Ch 金持ちの

Popular 人気のあるPre御かわいい

1. am not

P8 ・ 9

2.1alnの短縮形rm を使う

arenot の短縮形aren't を使う

2. 1'm not

P6 ・フ

3. are not 4. eren't

ズバリ
4

Youare ~.の疑問文と答え方

疑問文はareを主語の前に!

1. Are/am 2. you/ 1

解説 Youare~.の疑問文はbe動詞 are を主語yoUの前に出して,

<Areyou ~?>の形になる。英語の疑問文では,文末に必ず?(ク
エスチョン・マーク)をつけること「あなたは~」とたずねら

く



れているので,答えの文では「手厶は~」と主語は 1になる。 Yes,

Iam.の lam は短縮形にしないことに注意。 NO,1amnot.の答

えでは,1am に短縮形を使って, NO,1'mnot.ともできる。

1. Are you / Yes, am 2. Are you / NO,1'm

解説 1.「あなたは~ですか」はAreyou~?。 Mrs.は既婚の〔結婚

している〕女性につける言い方で, MS.は既婚・未婚〔結婚してい

ない〕に関係なく女性につける吾い方。 Mr.は既婚・未婚に関係

なく男性につける言い方/ 1に使う be動詞はam 2. now

(今)のような時を表す副詞はふつう文末に置く。/コンマ(,)

のあとの空所が1つなので,1amの短縮形1'm を使う

1. Are you very happy?/ 1 am

2. Are you Mr. vvhite?/ 1'm not

解説 1. be動詞 are を yoUの前に出す Veryは修飾する伝羊しく説

明する〕形容詞の前につけて使う答えの文の主語は1になるこ

とに注意。 2.答えの文には larnの短縮形1'm を使う

ズバリ
5

This[Theu is ~.の文

近くのものはThisis ~.遠くのものはThatis ~

3

2.ismy 3. ThiS 4. Thet1. is a

解説 1.英語では 1つあるいは 1人であるかどうかをはっきりさせ

て表現する。ものや人が1つ〔1人〕の場合(単数)は次にくる名詞

の前にa を置く。 2.「私の」のように所有を表す形を所有格と

いう「私の」はmyで表す myのような所有格を使ったらa

やan は使わない 3. nisis~.は人を指す場合は「こちらは

~です」,

を指して

1. ThisiS 2. ThatiS 3.isan 4.ismy

解説 1.・ 2. this(こちらは)と that(あちらは)をはっきりと区別す

る。ちなみに, ThisiSの短縮形はないが, ThatiSの短縮形は

111afS であることも覚えておこう。 3. a,i, U,e,0 の母音で始

まる語の前では aのかわりに an を使う。 4.「手厶の」はmy

ものを指す場合は「これは~です」。 4.遠いものや人

「あれ〔あちら〕は~です」はnatis ~.。

1. This is Mr. Yamada.2. Thet is a cer.

3. This is an apple.4. That is yourchair.

解説 1.「こちらは~です」はlhisis ~.。人名には a はつかない

2.「あれは~です」はnatis~.。 carの前のa に注意。 3. apple

はaという母音で始まっているのでan を使う。 4.「あなたの」

はyour yourやmyの前後に aやanがつくことはない

知って得するコーナー

an を使うぉもな名詞には次のようなものがある。

apple りンゴ Orange オレンジ

anima1 動物egg 卵

Umbre11a かさant アリ

^正確に言うと次に続く語の発音が母音のときにanを使う
アウプ

ので,子音で始まっていても, hour[aU9門(1時間)のような語の

前には an を使う。

PI0・11



MS.white→She 3. Ken→He

111e gir1→ She 「ほしい」は Want。

1. He likes this story very much.

2. she comes to school very early.

3. Mr. smith knovvs yourfather.

4. Jane reads the B山le every day.

解説いずれも主語は3人称・単数になる 4. readSの発音は[リ

ドズ]ではなく[リーヅ]になる

1. studieS 2. crieS 3. trieS 4. hes

解説 1.子音字はd。 2.子音字はr。 cryには「大声を出す,(大声

で)叫ぶ」などの意味もある。 3.子音字はr。なお, play, stay

(滞在する)のような,母音字(ここでは a)にyが続いているもの
は S をつけるだけでよい。 4. have はhaS という特別な形3人称・単数でeSをつける動詞

ズバリ eSをつける動詞もあるよ。
24

1. vvasheS 2.vvetcheS 3. goeS 4. does

解説動詞の語尾が,S,sh, ch,0 で終わっている語には eS をつける

1. wash は Sh で終わっている。 2. watch は Ch で終わっている

3. g0 は 0 で終わっている。 4. d0 は 0 で終わっている。

「手伝う」は help。

1.t日日CheS 2. goeS 3.vvasheS 4. catches

解説 1. Myfat11er→He で,3 人称・単数。 2. Kumi→ She で,

3 人称・単数。 3. Emi→ She で,3 人称・単数。 4.この文

の丘Shは複数形。丘Shは単数形・複数形が同じ形

3人称・単数でyをi1こかえてeSをつける動詞/has

ぴみょうな変化をする動詞は要注意。
P50 ・ 51

4. has2.1. studies 3. C"esCarrles

1. The 枇tle girl cries easily.

2. Ken hes e brother and a sister.

3. He studies math herd every dey.

4. she tries the nevv shoes.

解説 1.1i廿le には「小さくてかわいい」という意味を含む。 4.「く

つ」は 1足のうち片方がShoe になるので,ふつうは複数形で使う。

主語が3人称・単数の否定文

一般動詞の前にdoesnot[doesn'Uで否定文。1 ズバリ
1 26 P52 ・ 53

1. doeS 2. not 3. doesn't 4. doesn'tknovv

解説主語が3人称・単数のときの一般動詞の否定文は,動詞の部分

を<doesnot[doesn't]+動詞の原形>にする。動詞の原形という

解説いずれも動詞の語尾にes。 1. Kumi→She 2. Thewoma11

→She 3. Ken→ He alotof~(たくさんの~)は重要な表現。

13

Kumivvatches Tv a什er dinner.

The vvoman vvashes this cer every day.

Ken does a lot of homevvork at home.

She teaches tvvo subjects at scho01.

P48 ・ 49
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mysister.を否定文にしたもの。 not は iS のあとに置く。英語で
は Sister は「姉」と「妹」のどちらも意味する。 3. Heisa

newstadent.を疑問文にしたもの。 iS を主語he の前に出す。/

答えにもbe動詞を使うことに注意。

ズハリ
B

名詞の複数形1

名詞にS, eSをつけれぱ複数形になるんだ。

1. bookS 2. bikeS 3. boxeS 4. buses

解説 1.・2.ふつうは単語の語尾にSだけをつける 3.・4

尾が次の場合はeSをつける。

・ S : bus (バス)→buses ・ X : boX 作齢→boxes

Ch : watch (腕時計)→ WatchesSh : dish (皿)→ dishes

Potato (ジャガイモ)→ Potatoes.0

ただし,例外で, pia110 (ピアノ), photo (写真)は S をっけて,

Pianos, photoS とする。

P18・19

1. d0留S 2. boyS 3. boxeS 4. dishes

解説 1.「2 匹の犬」 dog は S をつける。 2.「3 人の少年」

は S をつける。 3.「4個の箱」 boXは eS をつける。 4

の皿」 dish は eS をつける。

5

メバリ
9

tw0尽irls threebuses fourcats fivepotatoes(11頂不同)

解説「2人の少女」 gir1は S をつける「3台のバス」 buS はes

をつける。「4 匹のネコ」 cat は S をつける。「5個のジャガイ

モ」 potat0 は eS をつける

Children 4.cherries

3.「4 人の子どもたち」

名詞の複数形2

注意する複数形をしつかり覚えよう。

P16・17

1. countrieS 2.1eaveS 3. ch"dren 4. sheep

解説 1.語尾が<子音字+ y>の語は, y を iにかえて eS をつける。

Coun杜'y の語尾は<子音字(r)+ y>になっているので, y を iにか

えて eS をつけ, countrieS となる。「子音字」とは,母音(a,i, U,

e,0)以外の音を表す字のこと。母音以外の21字と覚えておこう。

2.語尾がf, fe の語は, f, fe を V にして eS をつける。 1e壮の

語尾はfになっているので, fを V にして eS をつけ,1eaveS と

なる。 3. child は不規則に変化して, children という形になる。

Child 【tjaild チャイルド], children [tjadron チルドレン]の発

音にも注意。 4. sheeP は単数と複数が同じ形になる。

1.1eaveS 2. dictionarieS 3.

解説 1.「2枚の葉」 2.「3冊の辞書」

4.「5個のサクランボ」

boy

「5枚

tvvofamⅢes threecountries fourfish fivechildren

(順不同)

解説「2家族」 f脚ilyは語尾が<子音字+y>。「3つの国」 counh'y

は,吾尾が<子音字十y>。「4匹の魚、」丘Shは単数形と複数形が同

じ形「5人の子ども」 childは不規則に変化する。

知って得するコーナー

複数形の作り方をまとめると次のようになる。

ふつうの語は S をつける: book (本)→books dog (犬)

語



→dogs pen (ペン)→Pens boy (少'年)→boys
girl(少女)→girls car (車)→CarS など

語尾がS, X, sh, ch,0 の語は eS をっける: bus (バス)→

buses box(箱)→boxes dish(皿)→dishes

Watch (腕時計)→Watches potato (ジャガイモ)→

Potatoes dass (クラス)→ dasseS など

語尾が<子音字+y>の語は. y を iにかえて eS をっける

Country(国)→Countdes diC廿onary (舌辛書)→
diC廿onades dW儒B市)→dues f血ily(家力知→

families story(物言吾)→Stodes cherry(サクランボ)
→ CherdeS など

語尾がf. fe の語は f, fe を V にかえて eS をつける:1eaf(葉)

→leaves knife (ナイフ)→hlives life (生命)→lives

Wife (妻)→MveS など

不規則に変化するもの:chⅡd (子ども)→ Children man (男

'性)→men woman (女'性)→Women foot(足,フィ

ト)→feet tooth (歯)→ tee杜1など

単数形と複数形が同じもの:sheep (羊)丘Sh (魚、)など

6

1バリ
、0

甜en't を使う。 4. These[nose] are ~.の疑問文は, are を主

語these[杜10se]の前に出す。答えの文では, these[those]のか

わりにthey を使うことに注意する。

主語が複数の文1

主語が複数ならbe動詞はare!

1. These 2. ere 3. aren't 4. Are

解説 1.「これらは」は these。 2.主語がthose,杜lese のように

複数を表すときの be動詞は are。 3. nese[Those] are ~.の

否定文は, areのあとに not を置く。ここではarenotの短縮形

1. These 2. Thoseare 3. aren't 4. Are

解説 1.「これらは」は廿lese。 2.「あれらは~です」はnoseare

~.。 3. are のあとに not。 arenot の短縮形は aren't。 4. be

動詞 are を these の前に出す。

1. These are b日日Utiful pictures.

2. Those are not 民ood books.

3. Are these nevv computers?/ Yes, they are.

解説 1. areのあとにく形容詞十名詞の複数形が続く 2. notは

are のあと。 3. Theseare newcomputers.を疑問文にしたも

の/答えるときはthey を使うことに注意
知って得するコーナー

名詞の前に血is,thatが使われると,それぞれ「この~」「あの~」

の意味を表す。この場合, this, thatのあとには名詞の単数形が

続くことに注意しよう。

Ihisbookisgood.(この本はよい)

Ihatappleis big.(あのりンゴは大きい)

また,廿lese,仕10se も同様で,それぞれ「これらの~」「あれら

の~」の意味を表すが,あとには名詞の複数形が続く。

nesebooksaregood.(これらの本はよい)

noseapplesarebig.(あれらのりンゴは大きい)

P20 ・ 21



ズハリ
い

主語が複数の文2

Vve, Theyは複数を表す主語だよ0

1. vve 2. are 3. YOU 4. and
解説 1.「私たちは」はWe。 areのあとの名詞は複数形0 2.「彼ら

は」は壮ley。 3. yoU には「あなたは」と「あなたたちは」の
意味がある。あとの名詞が複数形なら「あなたたちは」の意味。
4.「~とー.」は,~ and_.。これが主語のときは複数扱い。

1. vveare 2. Theyare 3. Youere 4. and l
解説 1.「手厶たちは~です」はWeare ~.。主語が複数でも,形容 1

詞の形に変化はない。 weareの短縮形はWe're 2.「彼らは~
です」はTheyare ~.。壮ley は男性にも女性にも使える0 また, 1
ものを指して「それらは」の意味にも使うO Theyare の短縮形 1
はney,re。 3.「あなたたちは~です」はYou are ~.o fa11S と
複数形の名詞が続いているので「あなたたちは」となる0 4.「~ 1
と_.」は,~ and...で,<~>と<,.>には同じ種類の語がくる 1

1. vveareEn宮lisht日日Chers.2. Theyare notnevvstudents. 1
3. Are you dene end Alice?/ Yes, vve are.

We = EnglishteacherS の関係になっていることを確認。解説 1

2. Theyarenewstudents.を否定文にしたものo be動詞の否定
文は,be動詞のあとに not を置く ney 字 newstudentS の関係0
3. Y。u areJaneatldNice.を疑問文にしたものo be 動詞の疑問 1
文はbe剰斥ヨを主語の前に出すので,このように~ and,.を are l
のあとにも使うことができる。/「あなたたちは~?」とたず
ねられてぃるので,「私たちは~」と答える。

はとめ】be動詞 2

are, iSのあとに not!メハリ否定文はam,
、3 P26 ・ 27

1.1'm 2. aren't 3.isn't 4. aren't 5. aren't

解説 1.「禾厶は~ではありません」は1'm[1am] not~.。 2.「あな

たは~ではありません」はYou aren't[Youarenot/YOU'renot]

.。 3.「彼女は~ではありません」は Sheisn't[sheis not/

P22 ・ 23
メバリ
、2

はとめ】be動詞 1

be動詞はam, are, iSの3つ!

4. are 5. are1. em 2. are 3.is

解説 1.「私は~です」はlaln~.。 2.「あなたは~です」はYOU

are~.3.「彼女は~です」はSheis~.。 4.「私たちは~です」

はWeare ~.。 5.「彼ら〔彼女たち〕は~です」はlheyare ~.。

7

1.私は今疲れています。 2.あなたはよい生徒です。

3.彼はニユーヨークの出身です。

4.私たちは古くからの友だちです。

5.彼女たちはかわいい女の子です。

解説 3. Heis~.「彼は~です」

1. 1em very happytoday.2. she is a ta"目irl.

3. vve arebaseba1ゆ恰yers.4. Mikiand Maiarefromuapan.

解説 1. very は形容詞 happyの前。 2.くa +形容詞(taⅡ)+名詞

(girl)>のヨ剖順。 3. weは「私たちは」の意味に使う。 4. MiM

andMaiが主語。主語が複数になるので,be動詞にはare を使う。

P24 ・ 25



4.「私たちは~ではありません」はWearen't[weShe's not]

arenot/we're not]~.。 5.「彼らは~ではありません」は

Ihey aren't[They are not /They're not]~.0

1.私は生徒ではありません。

2.あなたは私の生徒ではありません。

3.彼は東京の出身ではありません。

4.私たちはそれほど若くはありません。

5.彼らはそれほど強くはありません。

解説 1. rmastudent.を否定文にしたもの。 2. Youaremy student.

を否定文にしたもの。 3. HeiS丘'omTokyo.を否定文にしたもの

4. wearesoyoung.を否定文にしたもの。 S0 は肯定文に使うと「と

ても,非常に」,否定文に使うと「それほど〔そんなに〕(~ない)」の

意味を表す。 5. Theyaresostrong.を否定文にしたもの。

1. Areyou a nevvteacher? 2. AreTom and Kenfriends?

3. 1S your motherte11? 4. 1S your brother kind?

5. Are you chinese students?

解説 1.「はい,そうです。私は新任の教師です」→「あなたは新任

の教師ですか」 2.「はい,そうです。トムと健は友だちです」

→「トムと健は友だちですか」 3.「いいえ,ちがいます。手ム

の母は背が高くありません」→「あなたのお母さんは背が高いで

すか」 4.「はい,そうです。私の兄〔弟〕は親切です」→「あ

なたのお兄〔弟〕さんは親切ですか」 5.「はい,そうです。私

たちは中国の学生です」→「あなたたちは中国の学生ですか」
P28 ・ 29

1. 1 am[1'm] not tired novv.

2. You are not[You aren't / YOU're nou my classmate.

3. she is not[she isn't / she's not] a poor tennis player.

4. vve are not[ vve aren't / vve're nou so sad todey.

解説 1. notはamのあと。 2. notはareのあと 3. notはiSの

あと。<a十形容詞(poor)十名詞(tennisplayer)>の語順にも注意。

4. notは areのあと。 S0 は形容詞 Sadの前。

解説 1. HeiS丘'omAlnedca.を疑問文にしたもの。/ be動詞を

使って答える。 2. teacherSと複数があとにきているので,この文

のyoUは複数を表す。/答えの文のWeに合うbe動詞は甜e。

/空所が1つなので, weareの短縮形We're を使う

メハリ疑問文はam, are,iSを主語の前に!
、4

1. 1S / iS 2. you / aren't/ vve're

はとめ】be動詞3

1.あの男の人はあなたのお父さんですか。ノはい,(彼は)そ

うです。

2.あなたたちは学生ですか。ノはい,(私たちは)そうです。

ノ私たちは大学生です。

解説 1. natm飢isyourfa廿ler.を疑問文にしたもの/ that

man は男性なので, he を使っていることに注意 2. students

と複数形が続いているので,この文のyoUは複数を表す。/

YeSの答えのWeare に短縮形は使えないことにも注意。/ Yes,

Weare.のあとに続けて説明している文である。

8



一般動詞とは?

動作や状態を表すのが一般動詞!メバリ
、5

1."ke 2."ke 3. heve 4. study 5. knovv

9.尽0 10. comeフ. vvant6. use 8. play

解説 be動詞はam, are, iSの3つ。これ以外は一般動詞といい,

主語のする動作や主語の状態を表す。一般動詞のあとにはふつう

「~を」の意味になる目的語がくる。動詞によってはgoto ~(~

へ行く), cometo ~(~に来る)のように, t0 などを使う場合も

ある。t0 のような語を前置詞という。

3. play 4. study1. am 2.1ike

解説 1.1= ac0Ⅱegestudentの関係で, be動詞の文。 2.「好き」

という状態を表す。 3.「(スポーツ)をする」 4.「~を勉強する」

2. nike your hat.1. 1 em a soccer fan.

3. 1aman En目lishteecher.4. nikethisdo".

解説 1.1ikeが不要。 1 = asoccerfanの関係。 2. amが不要。「好

き」という状態を表す一般動詞 like を使う。 3.1ike が不要。 1

anEngⅡShteacherの関係。 4. amが不要。^

P30 ・ 31

9

一般動詞を使う文1

ズ1田一般動詞を使うときはbe動詞は使わない!
、6 P32 ・ 33

3. 1Pley 4. Youplay1."ke 2."ke

解説主語が1でも YOUでも,<主語十一般動詞十目的語>の三副順に変

わりはない。 2.・ 4. to0 は「~も(また)」の意味で,ふつう文

末に置く。その前にコンマ(,)を打つが,省略することもある。

3. play 4. study1.Ⅱke 2. have

解説 1.「(~が〔を〕)好きだ」はlike。 2.「(~を)持っている」は

have。 haveはいろいろな意味に使われるので注意する。 3.「(ス

ポーツを)する」はPlay 4.「(~を)勉強する」は StⅡdy。

1. 1heve a d0目.2. You play the pieno.

3. nikethis book.4. You study math everyday.

解説<主語十一般動詞十目的語>にあてはめて考える。

1.主語= 1,一般動詞= have,目的語= adog この文の have

は「(~を)飼っている」の意味になる。 2.主語=YOU,一般動

詞= play.目的語=壮lepian0 3.主語= 1,一般動詞=Ⅱke,

目的語= thisbook 4.主語= YOU,一般動詞= study,目的語

math。 everyday(毎日)はふつう文末に置く。^

知って得するコーナー

the はPlaythepia110 のように,楽器の前に置いて使うほかに,
前に出てきたものや人について「その~」の意味でも使われる

また,単数形の前にも複数形の前にも使われる。

Ihave a cat. The catis pretw.

(私はネコを飼っています。そのネコはかわいいです)

Ihave two cats. The cats are pretw.

伊"よネコを2匹飼っています。そのネコたちはかわいいです)



ズバリ
口

一般動詞を使う文2

主語が複数でも一般動詞は主語のすぐあと。

1. VI/elike 2. Youstudy 3. Theyplay 4. and,use

解説主語が1やYOU以外でも.く主語+一般動詞+目的i剖の語順に

変わりはない。 2. yoU には「あなたは」と「あなたたちは」の

両方の意味があるが,どちらになるかは前後関係などによる。 こ

こではtogetherが表す意味から「あなたたちは」とわかる

4.主語はKenandEmiで2人になり,複数となる

1. vvelike 2. Theyplay 3. Youstudy 4. use

解説語順は次の通り。 1.くWe(主語)+ 1ike(動詞)十小isdog(目的

二副.>。 2.<ney(主E副+ play(動詞)十 theviolin旧的語).>

3.<YOU(主語)十 S加dy(動詞)+ English(目的語).> 4.恒mi

andYumi(主語)十 Use値媚動十 acomputer(目的語).>

1. vve like En目lish very much.

2. They have a lar目e house in Tokyo.

3. You use e computer every day.

4. You and l study meth t0目ether.

解説 1. verymuch は動詞を修飾して「とても〔たいへん〕(~だ)」

の意味を表すが,1ike と結びついて「とても好きだ」→「大好き

だ」の意味になる。 4. yoU と 1がandで結ばれるときは必ず

Youand1のi割順にすることに注意。1飢dyoU とはしない。

P34 ・ 35
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一般動詞の否定文

一般動詞の前にdonot[don'Uで否定文。

3. don't 4. don'tknovv2. not1. do

解説一般動詞のある文の否定文は,動詞の部分をくdonot[don't]十

一般動詞>の形にする。 don'tは donotの短縮形である。

1. donot 2. don'tknovV 3. don'tlive

解説 1.Ⅱkeがあるので, donot を入れる 2

donotの短縮形don't を入れる。

1. 1 do not use the old computer.

2. vve don't live in Tokyo novv.

3. They don't practice basebeH here.

4. The 目irls don't knovv my sister.

解説 1.use は do not のあとに<the +形容詞(old)+名詞(computer)>

の語順にも注意。 3. hereだけで「ここで,ここに」の意味を表

すので,その前にin をつけなくてよい。したがって,「ここに住ん

でいる」は Hvehere でよい。 2.のⅡVeinToky0 と比べておこう。

P36 ・ 37

1 1バリ
1 、9

4. don'tplay

~4.動詞の前に

P38 ・ 39

一般動詞の疑問文

文のはじめにD0で疑問文。

1. DO / do / do not 2. DO / don't

解説一般動詞の疑問文は,<DO+主語+動詞~?>の形になる。答え

の文にも do (not)を使う。<Yes,主語+ do.>かくNO,主語+ do

not[don'U.>の形になる。答えの文は「あなた(たち)は」と聞か

.

.



れているので,隊4たち)は~」となることに注意する。

1. DO,1ike / 1do / 1don't 2. DO, eat/ vve do

解説 1. YOUⅡkeEnglish.を疑問文にしたもの。/「あなたは」

と聞かれているので,「私は~」で答える。/ N0 で答えるとき,

空所が2つなので, donotの短縮形don't を使う。 2.この文

の一般動詞はeat(食べる)。/「私たちは~」で答える。

1. DO /d0 2. Doyou /don't 3. DO / they do

4. vved0 5. theydon't

解説 1.「あなたは自分の部屋をそうじしますか_1「はい,します」

2.「あなたたちはテニスをしますか」「いいえ.しません」 we(私

たちは)で答えているので,「あなたたちは~」と聞いているとわ

かる。 3.「彼らはこの知らせを知っていますか」「はい,知っ

ています」they はそのまま theyでよい。 4.「あなたとトムは

この歌手が好きですか」「はい,好きです」「あなたとトムは?」

は答えの文では「私たちは~」になる。 5.「健とエミはいっし

よに勉強しますか」「いいえ,しません」「健とエミは」は答え

の文では「彼らは~」になる。

11

1.目0 2. come 3.1isten 4.10ok 5.目et 6.宮0

解説どれもひとまとまりにして覚えておこう。 1. goto ~「~ヘ

行く」 t0は方向を表して「~ヘ,~に」の意味を表す。 2. come

to ~「~に来る」 3.1isten to ~「~を聞く」 4.10okat ~「~

を見る」 5. getup 「起きる」 6. gotobed 「寝る」

いろいろな一般動詞1

重要な一般動詞をここでマスターしよう。

正解。 have は「飼っている,持っている」のほかに,「食べる,

飲む」の意味で使われることもある。

1 1.1ike 2. have

5. use 6. knov、/

解説 3.・4.・フ.スポ

(brealdast)にはふつう

1. have

解説 4.くthis

ておこう

1. pley/私たちは日曜日にテニスをします。

2. study/私は夕食のあとに英語を勉強します。

3. useノ私は(私の)父のコンピュータを使いません。

4. knovv/彼らはあなたの妹〔お姉〕さんを知っていますか。

解説 1.「テニスを→する(= play)」 on は曜日や日にちを表す語

句の前にっけて使う語。 2.「英語を→勉強する(= study)」

after dinner の dinner にも a や the はつかない。 3.「コンピュ

ータを→使う(= use)」「私の」は my,「あなたの」はyourで
表すが, fatherのような名詞で,「~の」と所有を表す言い方に

するには,名詞にく'SXアポストロフィ・エス)をつけて表す

4.「妹〔お力嗣さんを→知っている(= hlow)」

2.study 3.巳日t 4. use 5. play

十形容詞(new)十名詞(computer)>のi剖順にも注意し

5.「~を」にあたる目的語がand で結ばれている文。

3. play 4. study

フ. eat[have]

ツ(basebaⅡ),教科(EngⅡSh),食事
a[an]も the もつけない 7.は have でも

P40 ・ 41

ズバリ
伽

いろいろな一般動詞2

「熟語」としてセットで覚えてしまおう。
P42 ・ 43」(
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1.目etuP 2."stent0 3.宮ot0 4.目otobed
5.10okat 6. cometo

解説 2.「ラジオを聞く」は listento the radi0 で, radi0 の前に the

をっける。 3.「学校へ行く」は gotoscho01で, scho01には a

も the もっけない。 4.「ベッドへ行く」→「寝に行く」→「寝る」

と考える。 bed にも aやthe は不要。

1. 1 don't go to scho010n saturdays.

2. vve listen to his funny stories.

3. 1 尽巳t up at seven every dey.

4. Do you come to school eerly?

解説 1.否定文で, g0 は don'tのあと曜日の前の on にも注意

また,「(いつも)~曜日には」という意味を表すために,曜日を

複数形にすることもあるので,覚えておこう。 2. storieS は

Storyの複数形 3. atは時刻を表す数字の前に置いて,「~(時
<・一分>)に」の意味を表す。

1バリ
22 P44 ・ 45

1.1 2. vve 3. yoU 4. yoU 5. he

6. she 7.it 8.they

解説 3.・4. yoUは単数・複数が同じ形になる。 8. theyは男性,
女性どちらにも使える。男性と女性がいっしょでも使える。

3人称・単数とは?

he, she,itに置きかえ可能なら 3人称・単数!

解説 1.「あなたと私は」→「私たちは」 2.「健とトムは」→「彼

らは」 3.「ジェーンは」→「彼女は」 4.「その少年は」→「彼

は」 5.「このぺンは」→「それは」 6.「スミス氏は」→「彼

は」 Mr.は男性につける。フ.「スミスさんは」→「彼女は」

MS.は未婚・既婚に関係なく女性につける。 8.「スミス夫人は」

→「彼女は」 Mrs.は既婚の女性につける。 9.「あなたとトムは」

→「あなたたちは」

P46 ・ 47

Vve

he

1. she 2. he 3.they 4. she 5. you

9. it/ 1,2,4,フ,9フ. he 8. vve6. they

解説 3 人称・単数になるのは, he, she, it とこれらに置きかえる

ことができるものである 1.「ヘレンは」→「彼女は」 2.「私

の兄〔弟〕は」→「彼は」 3.「ケイトとジェーンは」→「彼女た

ちは」 4.「あの少女は」→「彼女は」 5.「あなたとあなた

のお姉〔妹〕さんは」→「あなたたちは」 6.「私の友人たちは」

→「彼らは」「私の友人たち」には「手ム」は入らないので. we

とはならない。フ.「あなたの父親は」→「彼は」 8.「健と私は」

→「私たちは」 9.「このコンピュータは」→「それは」

2. they

フ. she

3. she

8. she

4. he

9. you

ズバリ
1 23

2. pleys1. 1ikes

解説いずれも主語は3人称

5. it 4. vvants

1. My sister → She

3人称・単数でSをつける動詞

「3単現」なら動詞にSをつけるんだ!

2. 1ives1. plays

解説いずれも主語は3人称

12

3.1iveS 4. uses

単数になるので,動詞の語尾にS

3. heゆS

単数になる。

1
6



MS.white→She 3. Ken→He

ne gir1→ She 「ほしい」は Wa11t。

1. He likes this story very much.

2. she comes to school very early.

3. Mr. smith knows yourfather.

4. Jane reads the B山le every day.

解説いずれも主語は3人称・単数になる。 4

ドズ]ではなく[リーヅ]になる。

P48 ・ 49

3人称・単数でeSをつける動詞

1バリ eSをつける動詞もあるよ。
24

1. vvasheS 2. vvatcheS 3. goeS 4. does

解説動詞の語尾が,S,sh, ch,0 で終わっている語には eS をつける

1. wash は Sh で終わっている。 2. watch は Ch で終わっている

3. g0 は 0 で終わっている。 4. d0 は 0 で終わっている。

「手伝う」は help。

1.teacheS 2.目oeS 3.vvasheS 4. catches

解説 1. Myfather→ He で,3 人称・単数。 2. Kumi→ She で,

3 人称・単数。 3. Emi→ She で,3 人称・単数。 4.この文

の五Shは複数形丘Shは単数形・複数形が同じ形

4. has3. criesStudies 2. Cerrles

1. The 枇tle 宮irl cries easily.

2. Ken has a brother and a sister.

3. He studies meth hard every day.

4. she tries the nevv shoes.

解説 1.Ⅱtde には「小さくてかわいい」という意味を含む。 4.「く

つ」は 1足のうち片方がShoe になるので,ふつうは複数形で使う。

主語が3人称・単数の否定文

not[doesn't]で否定文。1 ズバリー般動詞の前にdoes
1 26 P52 ・ 53

1. doeS 2. not 3. doesn't 4. doesn'tknovv

解説主語が3人称・単数のときの一般動詞の否定文は,動詞の部分

を<doesnot[doesn't]十動詞の原形>にする。動詞の原形という

解説いずれも動詞の語尾にes。 1. Kumi→She 2. Thewoman

→She 3. Ken→He alotof~(たくさんの~)は重要な表現。

3人称・単数でyをΠこかえてeSをつける動詞/has

ぴみょうな変化をする動詞は要注意。ズバリ
1 25 P50 ・ 51

1. studieS 2. crieS 3. trieS 4. hes

解説 1.子音字はd。 2.子音字はr。 cryには「大声を出す,(大声

で)叫ぶ」などの意味もある。 3.子音字はr。なお, play, stay

(滞在する)のような,母音字にこではa)にyが続いているもの

はS をつけるだけでよい。 4. have はhaS という特別な形。

readS の発音は[リ

13

Kumivvetches Tv a什er dinner.

The vvoman vvashes this car every day.

Ken does a lot of home、Nork at home.

She teaches tvvo subjects at scho01.

2
4

1
2
3
4



のは S や eS のつかないもとの形。 doesn't は doesnotの短縮形

【まとめ】一般動詞 1主語が3人称・単数の疑問文

主語が3人称・疑問文はDoeSからはじめて動詞は原形!
P54・55 1

1. doesnot 2. doesn'tvvash 3. doesn'tgo

4. doesn't have

解説 2.~4. doesnotの短縮形doesn't を使う

1. He does not use the computer.

2. My father doesn't teach history.

3. He doesn't do his homevvork here.

4. she doesn't have a ce11Phone.

解説 1. doesnotのあとに動詞の原形Use を続ける 2. doesn't

のあとに動詞の原形teach を続ける。 3. doesn'tのあとに動詞

の原形d0 を続ける。このd0 は「する」の意味の一般動詞。

4. doesn'tのあとに動詞の原形have を続ける。

P56 ・ 57

1. Does / does / does not 2. Does, have / doesn't

解説主語が3人称・単数のときの一般動詞の疑問文の基本形は,くDoes

+主語+動詞の原形~?>の形になる。 YeS なら, Yes,hedoes..

N0 なら, NO, he does not[doesn't].などとする。

1. Does/doeS 2. Does/playS 3. shedoesn't

4. haS 5. studies

解説 1.「彼女はアユと買い物に行きますか」「はい,行きます」

YeS なので does。 2.「彼はピアノをひきますか」 Rよい。彼は

上手にピアノをひきます」この文のように, YeSやN0 だけを

答えて,そのあとに文を続ける言い方にも慣れておこう。主語が

He なので, playS と S をっける。 3.「あなたのお母さんはすし

を食べますか」「いいえ,食べません」 motherは女性なので,

She で受ける。 N0 なので, doesnotの短縮形doesn't を使う。

4.「野田さんは車を持っていますか」「はい。彼は新車を持って

います」 haveの3 人称・単数形はhas。 5.「原さんは大学で

数学を勉強しているのですか」「いいえ。彼女はフランス語を勉

強しています」 studyの 3 人称・単数形は Studies MS. Hara

はMS.が女性を表しているので, sheで受ける

1. Does.宮et/ he does / he doesn't 2. Does,vvatch / she does

解説 1.「起きる」は getup。/ N0 の答えの doesn't は doesnot

の短縮形。 2.「(テレビを)見る」にはWatch を使う

1. heve 2. don't 3. DO/do/don't

解説 1.1は 1人称・単数。 2.動詞の前に donotの短縮形don't

を置く 3.文頭に D0 を置く。/ D0 の疑問文には do, do

not[don't]を使って答える。

単数以外なら動詞は原形だね。

1.私は毎朝早く起きます。

2.エミと私は毎日夕食を料理します〔作ります〕。

3.私は海では泳ぎません。

4.私たちは今あの〔その〕市〔都市,田Dには住んでいません

14



5.あなたは毎日お母さんを手伝いますか〔お母さんの手伝いを

しますか〕。

解説 1. getuPで「起きる」の意味。 2. Emiとあるが, Emi

and1と主語は複数になっていることに注意。 3.・4.一般動詞

の否定文になる don'tは動詞の前。 5.一般動詞の疑問文になる。

1. 1 teach En目lish and math.

2. vve vvatch this program every day.

3. They don't[do nou have lunch t0目ether.

4. Do you knovv this old story?

解説 1.「教える」は teach。「~を」の目的語がand で結ばれた形。

2.「(テレビなどで番組を)見る」には See ではなく Watch を使

うことも覚えておこう。 3.否定文なので,動詞の前に don't[do

not]を置く。 have はここでは「食べる」の意味。 have はほかに

「飲む,(実際手などに)持っている.(所有を表して)持っている,(~

が)ある,(~が)いる,(動物などを)飼っている」など多くの意味

に使われるので注意しておこう 4.疑問文になる文頭にDO

を置く。 You hlowthisold story を疑問文にしたもの

【まとめ】一般動詞2

主語が3人称・

15

1. playS 2. doesn't 3. Does/does/doesn't

解説 1. He は 3 人称・単数。 play に S をつける。 2. she も 3 人称・

単数。否定文は動詞の前に doesn't[doesnoUを置き,動詞は原

形にする。 3. Tom は3人称・単数。疑問文は文頭に DoeS を

置き,あとにくる動詞は原形にする。/ DoeSの疑問文に対す

る答えのYeS には doeS を, N0 には doesn't[doesnot]を使う。

1.ジエーンはぺットとしてかわいいネコを飼つています。

2.トムはテレビで野球の試合を見ます。

3.エミは歩いて学校へ行きません〔徒歩通学していません〕。

4.健は学校でフランス語を勉強しません。

5.あなたのお姉〔妹〕さんは新しいコンピユータをほしいと思つ

ていますか〔ほしがっていますか〕。

解説 1. haS はhaveの3 人称・単数形。このような特別な形になる

のは have→haS だけ。 2. watcheS はWatch の 3 人称・単数形。

Onlv(テレビで)の表現も覚えておこう。 3. doesn't は does

notの短縮形。主語がEmiで3人称・単数形なので, don'tでは

なく doesn't を使う。 4. Ken も 3 人称・単数なので, doesn't

を使う atscho01(学校で)も覚えておこう。 5.主語がyour

Sister(→ She)で3 人称・単数なので, D0 ではなく DoeS を使う。

単数なら動詞にS, eSだね。

1. He 目oes to the perk every day.

2. My fathervvashes this cer on Monday(S).

3. she doesn't[does nou knovv my famⅡy.

4. Does your brother 目o out every day?

解説 1. He は3人称・単数。 g0 には eS をつける。 2. Myfa壮ler

(→He)は 3 人称・単数。 wash には eS をつける。 3. she は 3

人称・単数。動詞の原形hloWの前に doesn't[doesnot]を置く。

4. yourbrother(→he)は 3 人称・単数。文頭に DoeS を置く。

あとにくる動詞は原形にするのでg0となる。
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【まとめ】be動詞の文か一般動詞の文か1

つの文にはbe動詞か一般動詞,どちらか1つ!

4. plays1. am 2."ke 3.is

解説 1.1 と ascienceteacher はイコールの関係。 2.「好き」と

いう状態を表す一般動詞が入る。 3. Tom と agoodtennis

Player はイコールの関係になる。 4.「(スポーツなどを)する」
という動作を表す一般動詞が入る。

1. ere/ 12歳です 2. help/母を手伝います

3.iSノ新入生です 4. has/新しい自転車を持っています

5. does/熱心に宿題をします

解説 1. we =加elve years old の関係。「1歳」は one[a] yearold

と単数にし,「(生後)3 か月」は three months old。 2. helP は

一般動詞。 3. she = anewstudentの関係。 4. have[has]は

一般動詞。主語が3 人称・単数なのでhaS を使う。 5. d0 の3

人称.単数形は does。この do[does]は「する」の意味の一般動詞。

1311 RI

1. Mika 目oes shoppin宮 on Monday.

2. Jene and Kate are ta"目irls.

3. He studies En目lish end math every day.

4. vve are[vve're] hungry and thirsty novv.

解説 1.「行く」という動作を表す一般動詞の文。 g0の3 人称'単

数形は goes。 2. Ja11eandKate =仏ⅡgirlS の関係で, be 動詞
の文。 3.「勉強する」という動作を表す一般動詞の文。 study

の 3 人称・単数形は StudieS と y を iにかえて eS をっける。

4. W'e = hungry a11d thirsW で be 動詞の文。
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【まとめ】be動詞の文か一般動詞の文か2

1'm noteat ~などのミスをしないように!

1.isn't 2. don't 3. Are 4. DO

解説 1. be動詞の否定文になる。 2.一般動詞の否定文になる

3. be動詞の疑問文になる。 4.一般動詞の疑問文になる

1. DoeS 2. Are 3. don't 4. aren't 5.1'm

6. DO

解説 1. shecomestoschoolearly の疑問文。一般動詞の文。

2. You aretirednow.の疑問文。 be動詞の文。 3. Theywatch

baseba11g抑es.の否定文。一般動詞の文。 donotの短縮形を使

う。 4. W'eare丘omTokyo.の否定文。 be動詞の文。 arenot

の短縮形を使う。 5.1'myourEngⅡShteacher.の否定文。 be

動詞の文。 1am の短縮形を使う。 6. YOUⅡke 壮lisvideo game.

の疑問文。一般動詞の文。

1. 1 don't[do not] vvant this umbre11a.

2. 1S this your nevV 目Uitar?

3. He doesn't[does nou live in this city novv.

4. Does sh日目o to bed et ten (0'clock)?

解説 1.1Wa11tthisumbreⅡa.の否定文。一般動詞の文。 2. This

is your new guitar.の疑問文。 be 動詞の文。 3. He lives in t11is

dwnow.の否定文。一般動詞の文。 doesn't[doesnot]のあとに

動詞の原形を続ける。 4. shegoesto bed atten (0'clock).の

疑問文。一般動詞の文。主語は3人称・単数でDoeSを使う。

gotobed で「寝る,就寝する」。
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