
夏期講習　第一講「動詞の使い方をマスターしよう」

＜練習問題＞

【be 動詞をマスターしよう】

⃣1次の中に当てはまる be 動詞を書きなさい

① I （am）a student.   私は学生です。

② You （are） from Nara.  あなたは奈良出身ですね。

③ He （is ）  in Toyko now. 　彼は今東京にいます。

④（Are） they in Shizuoka now?  彼らは今静岡にいますか。

⑤（Are　） you in shogi club?  あなたは将棋部に所属していますか。

⑥ I （am）（not） in Tokyo now. 私はいま東京にいません。

⑦ He （was） a student last year. 彼は去年学生でした。

➇ They （were）（not）in Kyoto two years ago. 彼らは 2 年前京都にいませんでした。

⑨（Were） you in shogi club last month? あなたは先月将棋部に所属していましたか。

⑩ Tom and I （were） a student last month.  トムと私は先月学生でした。

⃣2次の英語を日本語にしなさい。

① I am from Shizuoka.
→私は静岡出身です。

② They were in Tokyo yesterday.
→彼らは昨日東京にいました。

③ Was he in Japan two days ago?
→彼は二年前日本にいましたか。

⃣3次の日本語を英語にしなさい。

①私は今野球部に所属しています。→I am in baseball club now.

②彼は昨日公園にいましたか。→Was he in the park yesterday?

③彼らは今日本にいません。→They aren't in Japan now.

④私は去年学生でした。→I was a student last year.

⑤私たちは今家にいません。→ We aren't in our house now (We aren't at home now.)
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【一般動詞をマスターしよう】

⃣1次の日本語を参考にして、（　）の中に当てはまる動詞を書きなさい。

① I （like）dogs.  私は犬が好きです。

② You （write） a letter .　あなたは手紙を書きます。

③ I （play） the piano. 私はピアノを弾きます。

④ I （don't ） （like） him. 私は彼が好きではありません。

⑤（Do） you （like）him? あなたは彼が好きですか。

⃣2次の中から 3 人称単数のものに○をつけなさい。

① I　（　　　）　② he　（○） ③ a pen 　（○）　④ my brothers　（　　　）　⑤ my father （ ○ ）　　　　　

⑥ dogs （　　） ⑦ Tom and Ken  （　　　） ⑧ Kyoto　（○）⑨ Japan　（○）⑩ my friends （　　　）

⃣3次の単語を三人称単数形に直しなさい。

① play→ plays　 ② live→lives　      ③ have →has　　　　④ teach →teaches  　⑤ do → does         
⑥ write→writes　⑦ study→ studies　⑧ stay→ stays    　  ⑨ enjoy→enjoys    　⑩ go→ goes      

⃣4次の日本語を英語に直しなさい。

①私は公園でテニスをします。→I play tennis in the park.

②彼は学校に行きます。→He goes to school .

③トムは英語を勉強します。→Tom studies English.

④トムは英語を勉強しますか。→Does Tom study English?

⑤彼は日本に住んでいません。→He doesn't live in Japan.

⃣5次の単語を過去形に直しなさい。

① play→played　 ② live→lived　　　　③ have→had　　　④ teach→taught　⑤ do→did
⑥ write→wrote　 ⑦ study→studied 　⑧ stop→stopped　⑨ go→went　     ⑩ get→got

⃣6次の日本語を英語に直しなさい。

①私は昨日公園でテニスをしました。→I played in the park yesterday.

②彼は去年東京に住んでいました。→ He lived in Tokyo last year.

③彼らは昨日学校へ行きました。→They went to school yesterday.

④私は去年学校へ行きませんでした。→I didn't go to school last year.

⑤あなたは 2 日前公園に行きましたか。→Did you go to the park two days ago?
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【進行形をマスターしよう】

⃣1次の動詞を ing のついた形に変えなさい。

① play →playing　② read→reading　③ eat→eating　④ have →having　⑤ use→ using      

⑥ write→writing　 ⑦ take→taking　⑧ see→seeing　⑨ run →running 　⑩ swim→swimming 

⑪ get→getting　　 ⑫ sit→sitting                 

⃣2次の英文を日本語に訳しなさい。

① I am playing tennis now.
→私は今テニスをしています。

② He is listening to music in his room now.
→彼は今自分の部屋で音楽をきいています。

③ She was writing a letter in her house then.
→彼女はその時自分の家で手紙を書いていました。

④ Are they running in the park now?
→彼らは今公園で走っていますか。

⑤ Tom and I weren't eating lunch then.
→トムと私はその時昼食を食べていませんでした。

⑥ What were you doing there then?
→あなたはその時そこで何をしていましたか。

⃣3次の日本語を英語に直しなさい。

①私は今公園で本を読んでいます。

→I am reading a book in the park now.

②彼は今自分の部屋でコンピュータを使っています。

→He is using a computer in his room now.

③彼らはその時、公園でテニスをしていました。

→They were playing tennis in the park then.

④あなたはその時、そこで写真を撮っていましたか？

→Were you taking pictures there then?

⑤私はその時、公園でサッカーをしていませんでした。

→I wasn't playing soccer in the park then.

⑥あなたはその時公園で何をしていましたか。

→What were you doing in the park then?
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