
【第二章　一般動詞】
＜一般動詞の現在形＞

【Step1】次の（　　　　　）の中に適する単語を書きなさい。

① I　（ study ）English.　　　　　　　　　　　　私は英語が好きです。

②（Do） you （ play ）basketball？　 あなたはバスケットボールをしますか？

③ He （ goes ）to school .　　　　　　　　　彼は学校に行きます。

④ Eri （ wants ）dogs.　　　　　エリは犬が欲しいと思っています。

⑤（ Do ）they （ listen ）to music？　 彼らは音楽を聞きますか？

【Step2】次の英文を日本語に直しなさい。

① Mike and I play tennis every day.
→マイクと私は毎日テニスをします。

② Do you listen to music after dinner?
→あなたは夕食後音楽を聞きますか？

③ Does your father read this book in the library?
→あなたのお父さんは図書館でこの本を読みますか？

④ I don't want that car.
→私はあの車が欲しくありません。

⑤ They don't do their homework on Sundays.
→彼らは毎週日曜日に宿題をしません。

【Step3】次の語順を並び変えて文を完成させなさい。

①【you, guitar, the, do, play】?
→Do you play the guitar?
②【school, I, by, bike, go, don't, to】.
→I don't go to school by bike.
③【you, Japanese, drink, do, tea】?
→Do you drink Japanese tea?
④【often, to, I, music, listen, dinner, after 】.
→I often listen to music after dinner.
⑤【do, in, you, what,hand, have, your】?
→What do you habe in your hand?

【Step4】次の日本語を英語に直しなさい

①私は毎日友達とテニスをします。

→I play tennis with my friend every day.
②あなたはときどき公園でサッカーをしますか？

→Do you sometimes play soccer in the park?
③彼はあまり私が好きではありません。

→He doesn't like me very much.
④彼らはいつもそこで何をしますか？

→What do they always do there?
⑤あなたはそれについてどう思いますか？　

→What do you think about it?
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＜一般動詞の過去形＞

【Step1】次の（　　　　）に入る動詞を、日本語を参考にして答えなさい。

① He（ used）this computer yesterday.　　彼は昨日このコンピューターを使いました。

② She（ wrote ）this novel.　　　　　　　　　　彼女がこの小説を書きました。

③ They（ went ）to China last year.　　　 彼らは去年中国に行きました。

④（Did ）you （ watch）TV last night？あなたは昨晩テレビを見ましたか？

⑤ I （ took ）pictures of my family.　　　　私は自分の家族の写真を取りました。

【Step2】次の語句を並べ替えて、正しい英文を完成させなさい。

①【we, the, last, to, went, hospital, week】.
→We went to the hospital last week.
②【many, things, interesting, saw, we】.
→We saw many interesting things.
③【Tom, did, ago, the, three, computer, days, use】?
→Did Tom use the computer three days ago?
④【I, in, five, ago, arrived, Tokyo, hours】.
→I arrived in Tokyo five hours ago.
⑤【she, stay, my, didn't, house, at】
→She didn't stay at my house.

【Step3】次の英文を日本語に直しなさい。

① My mother made this bag last year.
→私の母は去年このかばんを作りました。

② I got up early yesterday.
→私は昨日早く起きました。

③ He didn't wash the dishes last night.
→彼は昨夜皿を洗いませんでした。

④ Did you go to a festival this summer?
→あなたはこの夏、お祭りにいきましたか？

⑤ When did you clean our classroom?
→あなたはいつ私たちの教室を掃除しましたか？

【Step4】次の日本語を英語に直しなさい

①私は昨日友達と英語を勉強しました。

→I studied English with my friend(s) yesterday.
②彼らは 2 年前、そこに行きました。

→They went there two years ago.
③私は 3 日前に東京に出発しました。

→I left for Tokyo three days ago.
④私は昨日公園で友達とテニスをしませんでした。

→I didn't play tennis in the park with my friend(s) yesterday.
⑤あなたは今朝ここで何をしましたか？

→What did you do here this morning?
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