
スタートで

つまずかない
言五
00

くもん
の

書きうつす問題は,答えを省略します。

別冊付録の音声はHPからダウンロード
することができ,字はその番号です。^

httPゾノkumonshuppan.com/support/onsev

、

付録まとめてチェックは7ページから

U are

(^①の( )の前にはaがついているのて、名

詞が入ります。絵を見て、形容詞を選ぴましょう。

1 主語のあとは動詞

TEST

2 ① lhove a caナ.② 111ke Eng11Sh.
③ lknow Yoko.④ 110ve music.

1 1)have ②am ③10ve ④knoW ⑤am

2 ① 111ke summer.② lam a 十eacher.

③ lknow Jack.④ lam 干ree.

(5) 1 have a caナ.

3 ①Sleepy 2 SナUdenナ③Pre什y
④ Iucky ⑤ 90od

4 ① lam busy.② lam a busy man.
③ l have a blg car.
④ 1 Ⅱke Amerlcan muslc.

(5) 1 know a 90od reS十auran十.

5 主語か変わると動詞も変わる!叱,

まとめテスト①

2 r=」を意味する特別な動詞町

① l have a compuler.
(の l am a doclor.

③ 110ve Mary wNle.
④ l am Jlm vvaナSon.

〔E三フ下>「=」を意味する動詞と、その他の動詞のち

がいに注意しましょう。③は味厶は・愛する・メアリー

ホワイトを」て、④は「私は=ジムワトソン」てす。

P.,6.17

3 性質や状態をあらわすことは1

2 ① l have a blg dog.
(2) 1 am a good S十Udenl.
(3) 1 10ve Japanese 千ood.
④ l have a beaU11千Ul rlng.

① lam happy. 2 You areナa".
(3) Jlm ls slrong.4 Ka十e is a nurse.
(5) 1 am a boy scoU十.
(6) Mym0十ker adoclor.
(フ) You are klnd.

⑧ YoursiS十er pre什y.
⑨ Mary is a slnger.
⑩ Mary'sbr0ナher adancer.
ヒント主語が「私」か rあなた」か「それ以外の人」

かを見分けましょう。

4 性質や状態をあらわすことば2 側

2 ① lam a slnger.② lam hungw
④ 1'm 十ree③ l m sleepy

P.13

6 主語が2人以上のときは?10

(5) Jun ls my classmaナe.
(6) Jun and Kaorl are my classmaナes.
⑦ Jun and l are good 十rlends.
⑧ My 十alher ls a p011Ce 0仟icer.
(9) My 十a十her and m0十her are 十eackers.
(10) John's paren十S are doC十ors.
(亘:乏:E>主語が「1人」の場合は、「私」か「あなた」か
「それ以外の人」かて動詞がちがってきます。
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動詞の語尾にSがつく!

① 1 11ke summer.

② You know Mr. wh汁e.

③ Llnda speaks Japanese.
④ 1 10ve classlcal muslc.

⑤ My brolher reads many books.
⑥ John plays baseba11.
(フ) John's slsler cooks lunck.

(8) Your brolher has many cDS.

主語が2人以上のときは?2

P25

① 1 1ike anlmals.

(2) we use compufers.
(3) You read many books.
④ You speak good En911Sh.
(5) Nancy loves spor卜S.
⑥ Nancy and Em11y play ナennls.
⑦ My siSナer kos many d011S.
⑧ My slster and l cook dlnner.
(9) My parenls kno、AI Mr. Jones.
⑩ Our leaCレ1er 11keS 千Ishln9.
(亘三三丕>主語が「2人以上」なら、動詞の語尾にSはっ
きません。「1人」て、しかも「私・あなた以外の人」のと

きだけ、 Sがつきます。

10 英語では代名詞をよく使う1

① lknow John sm什k.

He ls a good slnger.
② Ma ls myclassmale.

She likes ,ennls.

③ Liz and Ka十e are m beS十十rlends.

R27

Tkey 11Ve ln Ky010.
④ My 千a怜erlS 十or卜y.

He ls a p011Ce 0仟Icer.
⑤ Jane's molher ls canadlan.

TEST

She ls a ナeacher.

⑥ Taro and Yumlsl

R35

1

まとめテスト回

① are ② am ③ IS ④ are ⑤ are

① IS ② are ③ am ④ IS ⑤ are

① SpeakS ② 11ke ③ 10ve ④ kas (5)11ke

① Use (2)11ke ③Speak
④read 5)know

They have beaU11+Ul volces.
(フ) M aren十S go fo Kyo+o everyyear.

11ke Ky010 very much.hey
代名詞のさす語句には下線が引いてありまトヒ'

す。「2人以上」ならThey、「1人」の場合、「男性」なら

He、「女性」ならSheになります。

my

⑨ Thaナ 1S Tom's b;ke.

⑩ Those are cherry trees.

13 英語では代名詞をよく使う2

Slng

11

9

We11.

① Taro plays soccer.
His slster plays l'ennls.

② Jokn ls my beSナ干rlend.
③ Kale is a good slnger.

1 11ke her volce.

(4) vve love our 十eacker.

⑤ Your molher ls very klnd.
(6) Mary and Nancy are sisters.

Thelr parentS 11Ve in san Francisco.

12 人以外のものが主語になる文脚

2

代名詞も変化する!1

r~を」が後ろにこない動詞

n28.29

① Yukl plays lennls every sunday.
(2) Jun svvlms every sunday.
③ Ka十e ⅡVes ln Kyo+0.

runs very 千asl.

① Kafe ls a 90od singer.
Sレ1e has a sweel voice.

② Thaナ 1S MI. Fujl.
1ナ 1S 3,フ76 meナers kigh.

③ 1ナ's nlne 千1升een.

(4) 1 be11eve Tom. He ls an koneS十 man.

⑤ 1ナ's cloudy.
(6) 1 know Jane's arenls.

Tレ1ey are nlce people.
⑦ Mlka has red shoes.

以外は、目的括が後ろにこない動詞。

R37

P

R41

③ Please play 十ke vi0Ⅱn.
(4) vvr汁e your name, please.
(亘三三j三>命令文ては動詞が文の先頭にくることが多
いのて、その場合は大文字てはじめます。

① Your dress ls very nlce.
② Our caナ 11kes m11k.

③ MI. Fujlis wonderFUI.
④ Tkaf d09 barks loudly.
(5) Tkose 千10wers are beauli十UI.

⑥ Tkls book ls ln十eres+1ng.
⑦ These books are ln十erestlng.
⑧ Tkis ls my nolebook.

Tレ1ey are very beaU十i十UI.
ヒント代名。司のさす譜句には下線が引いてありま

す。r人以外のもの」をさすとき、r1つ」ならlt,「2つ以上」

ならTheyになります。また、「時亥山や「天気」をあらわ

すときにはltを使います。

TEST

5 r~しましょう」

① Vve play soccer.
(2) Let's play soccer.
③ Lel's sludy Englisk.
(4) Let's go +0 十ke zoo.

2 ① You have many cDS.
② Le十's walk 十0 十he S十atlon.

③ Please come 十o my kouse.
④ Le十'S S汁 on 十ke bench.

16 場所や時、様子をあらわすことは10

① I play fenn;s every day.
(2) 1 Swlm every day.
(3) Bob runs very 十asl.
④ We walk lo scho01.

⑤ My brolher 11Ves ln parls.

2 ωTレ11S ②Tkose ③ IS ④Tkat,1S

(5) These, are

① Ske ②Your ③ He ④ Our ⑤11

⑤They ⑦They ⑧ HIS ⑨11 ⑩ Her

4 r~しなさし、jr~してくださし、」0.U

まとめテスト③ R42.43

P.49

① 1'm busy loday.
② She swlmS 千asl.

③ Tom S十Udles EngⅡSh hard.
④ 1 Ⅱke caナS very much.
(亘三三丕>時や様子をあらわすことぱは文の最後てす。

① Mary cooks we".
② They play soccer every day.
③ Please wa汁 here.

(4) work 卜lard.

①尺ead lhls book.

(2) clean your room.
③ Please come ln.(come ln, please.
④ Open the wlndow, please.

(please open lhe window.)

① Help your molher.
(の Open your 十eX十books.

17 場所や時、様子をあらわすことは2 R53

2 ① We 11Ve ln Kyofo.
(2) please come W汁h your slS十er.
③ Le十's play basebaⅡ af卜er scho01.
④ Finlsh your homework be千ore
Supper.

18 セットで使う動詞

2 ① She 9els up early every mornln9.
(2) PU十 on your swea十er.
③ Look at lhal buildlng.
④ LIS十en 十0 十ke radlo.

P.55
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19 代名詞も変化する!2

① Please kelp .

② l kave a compuler.
11ike verymuch.

③ Tha+ 1S Bob.1 know him very we11.
④ Tha十 is Bob.1 know his br0十her.

(5) 1 have 十Wo dogs.1 10ve 十レ1em.
(6) Listen 十o me.

⑦ Kaor11S my beSナ千riend.
I play 十ennis W汁k her.

(亘^動詞のあとにくるときのほか、(6×フ)のよう
に、前置詞のあとにくる代名詞も「目的格」になります。

① Vvha+ 1S 十hls? 1+'s a snake.

② When ls your blr卜hday?
11'S June 24.

(亘^疑問詞のあとの語順に気をっけましょう。

① Vvko lS ナkat boy?
He ls my br0十ker.

② VVレ1aナ 1S ナhal buildin9?
11 is a bank.

③ Vvho ls tha十 Woman?

Ske is our 十eacker.

④ Vvha十 are 十hose 千10いlers?

They are roses.

R57

TEST まとめテスト4

① Lel'S ②尺ead ③ Open ④ Lel'S
⑤ Please

① My 千a怜erls busy ナ0day.
② School be9ins af 8:30.
③ She plays tennis we11.
④ l drlnk m11k every day.
(5) please come W汁k your slS十er.

(come W汁h your slS十er, please.)

①a1 ② down ③ UP ④t0 ⑤on

① me ② hlm ③ her ④ US ⑤lhem

否定文のつくり方2

(]) Jun doesn'十 have a compU十er.
(の Jun isn'1 a good swimmer.
(3) H;s eyes aren'1 blue.
④ Our En9ⅡSk 十eacher lsn'十
Japanese.

(亘:乏:亘>①はあとに動詞がきているのて、doesn't
を入れます。(3Xのは主語て判断します。 HiseyeSは「両

方の目」をあらわしていて複数てす。(片方の目はeye。)

P.58・59

ω l am n0十十lred.(1'm n0十十lred.)

(の Vve aren'ナ hungry.
(X/VO 0陀"ol h""g"y.)

③ Tha1 1Sn'1 a bird.

(Thal'1S n0十 a blrd.)
(4) Tkose 干10wers aren'ナ roses.

(Tkose +10wers are n0十 roses.)
fE三ンーF> am, are,iSのあとにnotをっけれぱ否定文

になります短縮形も使つてみましょう。

R65

20 否定文のつくり方1

(1) Hls paren十S don'1 drlve a car.
② Yoko doesn'1 Play tennls.
(3) My ca十 doesn'1 ea十 Canned 十ood.
(4) vve don'ナ know kls phone number.
(亘三三区>主活に注目。「私・あなた以外の人・もの」
てr1人・]つ」のときはdoesn'tをいれましょう。

(亘:重:亘>①はSheのあとに動詞(1ike)がきているの
てDoes。②はSheのあとに形容詞(sick)がきているの

てIS。 4は主語が単数か複数かに注意。

22 疑問文のつくり方1

① l don'十 have a computer.
② l dldn'十 buy a compU十er.
③ Ske didn'1VIS汁 Tokyo.
〔E三ン了:>①は現在の文て、と③は過去の文。過去

の文の否定てはdidn'tを使いますが、あとにくる動詞

は原形(=変化する前の形)にするよう気をつけます。

ω Are you hungry? NO,1'm not.
② Is lhaナ your blke? Yes,汁 IS.
(亘^の答えの文て使う代名詞はitになります。

① Does your molher cook we11?
Yes, she does.

② Do you know hls phone number?
NO,1 don'1.

① Do you read comics? Yes,1 do.
② Does Ka十e play 十ennls?

NO, she doesn'ナ.
(亘:重:E>②の文を疑問文にするときは、 play のSを
とるのを忘れないようにしましょう。

I don'ナ read comlcs.

Ske doesn'十 ea十千Ish.

They don'1 Speak Eng11Sh.
(4) M br0十her doesn'十 Wr汁e le什ers.

ヒント 24の文を否定文にするときは、 eat や

R63

24 Vvhatなどではじまる疑問文10

WriteSのSをとるのを忘れないようにしましょう。

① Vvhal do you drlnk?
I drink c0仟ee.

② Vvhere do yoU 11Ve?
1 11Ve ln Tokyo.

(亘:重:E>疑問詞のあとの語順に気をっけましょう。

① Vvhal do you do a升er scho01?
Vve play tennls.

(2) vvhen doeS 十hal S十ore open?
At q o'clock.

③ Where do they play soccer?
In lhe schoolyard.

④ Vvhal does she play?
- she playS ナke plano.

(亘:乏:E>疑問詞の使い分けに注意しましょう。 ④の

答えの文てはPlay とSをつけるのを忘れずに。②の答

えの文は、1t opens at 90'clock.を短くしたものてす。

また、 3)の答えの文は、 They play soccer in the

Schoolyard.を短くしたものてす

23 疑問文のつくり方2

R67

(亘三三王三> 34 は主語に合わせてiSかareを入れま
しょう答えの文ては代名。司を正しく使い分けましょう。

(1) Does she Ⅱke anlmals?

-Yes, she does.

② Is she slck?- NO, ske lsn'1

③ Is your brolher ナa11?
Yes ke ls.

(4) Are your paren十S busy?
NO,十hey aren'十.

(1) Jokn came 十o my kouse yeS十erday.
(の I wrote an essay aboul my 十a十her.
③ He spoke Japanese very we11.
④ I saw hlm a+ 1he S十a+10n.

⑤ She boughl a smarfphone laSナ
monナh.

(亘:重:亘>不規則に変化する過去形は、とにかく1つ
1つおぼえるしかありません。その際、つづりだけて

なく、発音しながらおほえることもだいじてす。

TEST

① Isn'1 ② don'十③ n0十④ aren'ナ

(5) doesn't

① Are, am (2) Does, does

③ IS,isn'ナ④ DO, don'1

(5) Are, aren't

3 ①Vvh0 ②Vvhat ③Vvhen ④Vvkal

⑤ X/V卜ere

4 ①Vve are nof レ1Ungry.
② Do you play soccer?
③ Is your slS十er sick?
④ Wken do you sludy?
⑤ Vvha1 1S ナkaナ bu"dln9?

26 過去をあらわす文1

(1) 1 ViS汁ed Kyo+0 ナkree years ago.
(2) The reS十auran十 Opened laS十 Week
③ Eml walked lo lhe S十afion W什h hlm.

まとめテスト⑤

P.79

27 過去をあらわす文2否定文と疑問文".8'

2

P.69

25 Vvhatなどではじまる疑問文2 P.73

R74-75
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(】) Does Tom ⅡVe ln New York?

Yes, he does.

② Dld Tom wln 怜e 9ame?
NO, he didn'ナ.

③ Vvken did you see the movle?
I saW 汁 laS十 Sunday.

(亘三三:E>この問題ても、 doeSやdidのあとにくる動
詞を原形にすることを忘れずに。の応答文はふつう

の過去の文になるのて、動詞は過去形にします。

Swee十.〔あまし口

Ⅱons.〔ライオン〕

Be qulel.
晴争かにしなさい〕

28 過去をあらわす文3VvaSとVvereo.部

留

1 ゛1as sleepy a11 day yeslerday.
Your paren十S vvere very klnd 十o me.
HIS 千a十ker was a grea十 basebaⅡ
Ia er.

ヒント主語に応じてVV8SとVvereを使い分けます。

① Thls robot can cook 十or you.
② I can'十 go +0 十he 十es+1Val.
③ Can your brolher drlve a car?
(亘三三:亘> canやCen'tは動詞の直前におきますが、疑
問文のときは、主活の前に移動してくCan+主。吾+動詞

?>の語慎になります。

(]) Tke concer卜 Vvas wonderFUI.

(2) You vvere nof wrong.
③ He vvasn't busy laS十 nlgh十.
④ Vvas Jokn happy?

Yes, he い/as.

⑤ Vvere you angry a十 me?
NO,1 Wasn't.

⑥ Vvka十 WaS 十ke anlmal?

1+ was a bear.

(亘^この問題ても、主語に応じてVvaSとVvereを
使い分けます 2)のWerenotは短縮形を使うと

Weren't 3は空所が1つなのて、短縮形のVvasn't。

30 進行中'動作をあらわす文

*これはbe動詞の命令文です

,ブメ入一、

① Tkey ea十 break千aS十 alseven.
② Tkey are danclng on lke S十age
now.

③ He lsn'ナ Sleeplng now.
(4 Are you 、Na汁lng 十or 十he bus?
(E了フ下>(1)のように、現在の習↑由的な動作をあらわ
すときは、ふつうの現在の文を使います。

/

>4
0

、、、

.^

29 可能(~できる)をあらわす文

① My molher ls cooklng now.
② 1'm n0ナjokln9.1'm serlous.
③ Is your 十a十her 十raveⅡn9?

NO, he lsn'ナ.

④ Vvka十 are you dolng?
-1'm readlng a book.

(亘^現在進行形の文の形を身にっけましょう。

① He sleepS 十or seven hours.
(2) He can sleep anywhere.
③ l don'ナ 11ke fhls book.

④ I can'十 UnderS十and 十hls book.

⑤ Do you have a blke?
Yes,1 do.

(6) can you rlde a blke?
Yes,1 Can.

(亘^動詞の意味(~する)に「てきる」という"可
能"の意昧が加わっているかどうかがポイントてす。

加わっている場合はCanを使います。

R87

.

'

主語が単数(1人 01つ)のとき

私

あなた

疑問文てはISやareは主語の前にきます。(2)のjoke(冗

談を言う)は語尾のeをとってからm呂をつけます。

ノ

TEST

^①Played ② Sat ③ Walked ④ Wenナ

⑤ VIS汁ed

R85

まとめテスト⑥

2

YOU

Tom

Mary

My 千afher
TNS

Our dog
Your house

He

Ske

1十

私・あなた

以外の人・

もの

① Were ② dldn't ③ Wasn'十

④ Dld, dld ⑤ Were, wasn'ナ

① Can, play (2)1S, play;ng
③ Can'十, slng ④ Isn'f, sleeplng
(5) can, swlm, can'ナ

⑥ Are, sludylng, am

① X/Vレ1en dld you see lhe movie?
② I saW 汁 laS十 Sunday.
③ Vvkaナ are you doln9?
④ 1'm reading a book.

4

3

4

am

R88-89

are

主語が複数(2人以上・2つ以上)のとき

Vve私たち

YOUあなたたち

Tom and Mary

My parenls私・あなた
are

Those以外の

人たち・ Her ca十S

もの
Tkese Oranges

They

Sleepy.〔ねむい〕
十a11.〔背が高い〕

a slnger.

a nurse.〔看護師〕

a doctor.〔医者〕

my book.〔私の本〕
black.偲い〕

blg.〔大きい〕

Iucky.〔運がいい〕

happy.倖せて〕
a bird.〔鳥〕

.

0

〔歌手〕

r

DL・01

ISは「be動詞」とよばれる動詞の活用形です。am, are,

be動詞に対して、ふつうの動詞を「一般動詞」といいます。

原形のbeを使った文には右のようなものがあります。

'.,

hun9ry.(おなかがすいて〕
kind.(親切て〕

my classma十es.〔私の同級生〕

busy.〔いそがしい〕

elephanナS.〔ゾウ〕
CU十e.〔かわし北口

be動詞がiSになる主語ヒ、

一般動詞の語尾にSがつく

主語は同じなんだよ。

,
、

ノ
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●単数(1

私

あなた

彼

彼女

それ

1つ)のとき

~は

you

he

She

汁

^ .
腐 4

●複(2人以上・

^

私たち

あなたたち

彼ら

彼女たち

それら

~の

my

your

kls

her

11'S

つ以上)のとき

~は

参考

We

~は

Tomトム

「~のもの」は次のような文で使います。

~を

you

me

fhey

you

hlm

her

汁

ず

DL・02

~の

^

Vvhose bag ls lhat?
〔だれのバッグ?・あれは=〕

1+ s mlne.

Our

~のもの

Pay

your

mlne

yours

his

hers

十helr

まとめてチェック

~を

US

you

~の

1、om'S

1

tl'1ern

】主語が「私・あなた以外

の人・もの」て「1人・1つ」

のとき、動詞の語尾にを

つけます

~のもの

凸

動詞の語尾につくS

〔それは=私のもの〕

Ours

「~は」を「主格」、「~の」を「所有格」、「~を」を「目的格」、「~のもの」を「所有代名詞」といいます。

yours

~を

Tom

こ

十helrs

2 語尾が 0, ch, sh,
ておわる動詞は、

けます

ひ

＼</hose cake ls ,'hls?

run 〔走る〕ーヲ,・ runs

〔だれのケーキ?・これは=〕

~のもの

]-om'S

3語尾が「子音をあらわす

文字+y」ておわる動詞
は、 yをに変えてeSを
つけます。

kelP 働ける〕・→蛉elps

IaU9k 峡う〕・→ laU9hs

11'S

S X

をつ

,

〔それは=あなたのもの〕

es

〔行く〕・ーヲ goesgo

Wask 〔洗う〕フヲ、 waskes

千IX 圃定する〕一→十Ixes

yo rs.

4動詞 haveだけは haS に

なります。

''

迎g

^

U

畠

語尾が「母音をあらわす文

字+y」ておわる動詞は、ふ
つうにをつけます。

^

Sludy 〔勉強する〕・→ Sludles

十ry 〔試す〕・ーヲ十rles

Come 〔来る〕^,,、 come

11ke 暢きだ〕・→Ⅱke

S eSの発音

(1)ふつうは「ズ」と発音します。

Plays [プレイズ]runs [ランズ]

(2)「ク(k)」rプ(P)」「フ(千)」「ト(t)」の音のあとの S は「ス」と発音します。
helps [ヘルプス]Iikes [ライク刃 Iaughs [ラフス]

(3)「シ(SW」「チ(C扮」「ス(S)」「ズ(Z)」「ジ」の音のあとの eS はrイズ」と発音します。

十eackes [ティーチズ]Washes [ワッシズ]

ト「ト(t)」の音のあとの S (ス)は、 1 とくっついて「力と発音します。

eafs〔食べる〕[イーツ]

ト「ド(d)」の音のあとの S (ズ)は、 d とくっついてrヅ」と発音します。

reads〔読む〕[リーヅ]

.

の

have 〔もっている〕・→レ1as

十each 〔教える〕・→十eaCレ1es

Pass 〔通りすぎる〕フヲ、 passes

.

DL・03

Play 〔遡ぶ〕^・ ploy

Cry 〔泣く〕フヲ・ crles

Pay 〔はらう〕・^

0卯

,

,
' '

〆
@



まめてチェック
/

1人やものが複数あるとき、

ふつう、名詞の語尾にを

つけます。

名詞の語尾につくS, es

2語尾が Ch, sh, S, Xて
おわる名詞は、 eS をつけ

ます。

3語尾が「子音をあらわす

文字+y」ておわる名詞
は、y をに変えて es
をつけます。

d09 〔犬〕フヲ,、 dog
Sludenl 〔生徒〕ーヲ・ sludenl

benck 〔ベンチ〕

bus 〔バス〕・フヲ、

4不規則に変化するものや、

単数形と複数形が同じも

のもあります。

baby 咏ちゃん〕ーヲ・ babies

CI+y 〔都市〕^・ C汁les

・-1ヲ、 benc

bus

語尾が0ておわる名詞の中

にもeSをつけるものがあり

ます。

man 〔男の人〕ーヲ・ men

十00+〔足〕・→十eet

disk 〔皿フヲ・ dlskes

box 〔箱〕^・ boxes

語尾が

子+yj
つうに

r

DL・04

mouse 〔ハツカネズミ〕ーヲ・ mlce

Skeep 〔ヒツジ〕^,、 Sレ1eep

「母音をあらわす文

ておわる名詞は、ふ

をつけます。

語尾が十,十e ておわる名詞
の中には、十,千e をに変
えて eSをつけるものがあり

ます。

まとめてチェック

toma十0 〔トマト〕ーヲ・ 10ma十0

S,eSの発音

S,eS の発音も、基本的には動詞の語尾にっく S,eS と同じてす。名詞の語尾につく

Woman 〔女の人〕ーヲ、vvomen

100十h 〔歯〕・→ナeeナh

CNld 仔ども〕フヲ・ CNldren

千Ish 〔剣・→千Ish

よく使う基本的な動詞の多くは、過去形になるとき、語尾がedにならない不規則な変化をします。

これらは、とにかくおぼえてしまうしかありません。まず手始めに、下の動詞の過去形をおほえま

しょう。右の欄は練習用です。おぼえるのに利用しましょう。

boy 暢の子〕^,、 boy

おもな動詞の過去形(不規則変化)

原形

go (行く) ^en十

Come (来る) S^ImCame

read S11'read (読む)

Wr汁e (書く) Wr0十e Slng

eal(食べる) a十e run

havedrankdr;nk (飲む)

S汁(すわる) Sal glve

buyS十oodSland (立っている)

See (見る) ニ=、
90Saw

heardhear (聞く) ea十

Sleeprun (走る) ran

Swlm C永ぐ) gefSwam

Slng (歌う) SaySang

十akehadhave (もっている)

S十andmademake (つくる)

Ieach(手に入れる) g0十get

Speak91Ve (あたえる) 9ave

十ook ^rl+e十ake (もっていく)

SlePナSleep (眠る) See

boU9計buy (買う) Come

makeSpokeSpeak (話す)
hearSaidSay (言う)
readtaughl十eaCレ1(教える)

発音は「レッド」です。動詞read (読む)の過去形は、つづりは同じreadですが、

ほかにもまだ不規則な変化をする動詞はたくさんありますが、あとは、日々の学習の中で、新しい動詞に出会った

ときにおぼえていくようにすればいいでしょう。

Iea千〔葉〕・^ Ieaves

day 〔日、 1日〕ーヲ・ day

過去形 過去形原形

drink

kn1干e けイフ〕ーヲ、 knlves

ず

DL・05 DL・06
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⇔
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⇔
⇔
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⇔
才
⇔
⇔
↓
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才
つ
⇔

山
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'
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まとめてチェック

●過去形のつくり方(規則的に変化す動詞の場合)

動詞の変化形のつくり方

1規則的に変化する動詞を

過去形にするときは、ふ

つう語尾にedをつけます。

2語尾がeておわる動詞には、

をつけます。

3語尾が「子音をあらわす

文字+y」ておわる動詞
は、y をに変えて ed
をつけます。

・・むず・・ dViS汁(訪れる)一→ VIS汁ed

Open (あける)ーヲ、 opene

10ok 幌る)フヲ,、10oked

語尾が「母音をあらわす文

字+y」ておわる動詞は、ふ
つうに ed をつけます。

Close (閉める)ーヲ,・ closed

11ke (好き櫛・→ 11ked

,

このほか、語尾が「強く発音する短母音+子音字(=子音をあらわす文字)」でおわる動詞は、その子音字を重ねて

edをっけます。例.top (とまる)→.ナ0PP.d
語尾のedの発音には、「イド(1d)」「ド(d)」「ト(ナ)」の3通りがあります。

Wa汁ed, slarナedなどは「イド」、 opened, closed, 11Vedなどは「ド」、 10oked, helped, 11kedなどは「ト」
の発音です。

Sludy 健強する)・→ SナUdled

十ry (試す)ーヲ・・十rled

S十arト(始める)フヲ・ S十ar卜ed

11Slen 値く)・→ 11Sfened

トelP 働ける)ーヲ、 helped

ing形のつくり方

舮

DL・07

Play (遡狗→,,、 played

11Ve (住んてぃる)・→ 11Ved

@ふっう語尾にlngをっけます。

Cry

2語尾がeておわる動詞は、

をとってlngをっけます。

(泣く)ーヲ,、 crled

基数と序数 (基数

基数

3語尾が「強く発音する短

母音+子音字」ておわる

動詞は、子音字を重ねて

Ingをっけます。

Wa汁(待っ)ーヲ・・ wa汁lng

Play (遡満ーヲ・・ playln9

Sナay (滞在する)一→ Stayed

IWO

^十hree
^十Our

5 千Ive

6 SIX

7 Seven

^ eighl
^

.

nlne

10 十en

11 eleven

12 fwelve

13 1hir卜een

14 +our卜een

15 +1升een

^ SIX十een
17 Seventeen

^ e19hleen
^ nlnefeen

^十Wen十y
21 +wenナy-one

^十Wenly-two

^ Ih1汁y
40 +or卜y

50 千1升y

60 SIXナy

70 seventy

80 elgh十y

qo ninely
10o a kundred

.▼ 4

One

Wr汁e (書く)ーヲ,・ wr汁in9

make (つくる)→,,、 maklng

',

ふつうの数をあらわすことは

序数

S汁(すわる)・ーヲ Si什ing

Swlm 6永ぐ)ーヲ,、 swlmmm9

{:1rS十

Second

Ihlrd

十Ourlk

十1升h

SI×1h

Seven十k

elghfh
nlnlh

十enlh

elevenlh

Iwe1升h

INr卜eenfh

千Our卜een十k

千1升eenlh

SIX十een十k

Sevenナeenth

e19kナeen1ト
nineleen十h

十Wen+1e十k

十Wen十y一千lrS十

十^en十y-second

INr卜lefh

千0けle怜

令千tle怜

SI×+1e十k

Seven+1e十h

ei9畍ie怜
ninelie十h

hundredlh

つづりに注意しましょう。

10ok 幌る)・→ 10oking

SナUdy (勉強する)・→ Sludylng

〔時刻は=7時35分〕

ゐQ

序数

0

頂序をあらわすことぱ)

●序数は、原則として基数に一1レ1 をつけて

つくります。

●序数は、ふつう前に lhe をおいて使います。

●序数は、 1 ,2nd,3rd,6,12,
21 のように書くこともあります。

●21から29まての基数は、十Wen十y-one の
ように、 fwenナy のあとにハイフン(→を
おき、 oneから nine まてをつけます。

31~39、ー・91~99も同じてす。

●21から29まての序数は、ナWenty一千lrst
のように、 1Wen十yのあとにハイフン(→を
おき、+1rS十からnlntkまてをつけます。

31~39、ー・91~99も同じてす。

Com

冒曹

(来る)・ーヲ

英語で時刻を言うときは、ふつう「時」「分」の順

に数を言います。

run (走る)フヲ、 runnlng

Comln9

r

DL・08

＼</hal' 11me lS 汁?
〔何時?・時刻は=〕

1+'s seve + 1r卜y-+1Ve

9
.
ワ

る
>

お
し

r
1



まとてチェック

季節(season)

Sprln3
.

Summer

月(month)

January
February
March

Apr11
May
June

July
AU9USI
Seplember
Oclober

November

December

千口11

^In十er

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

η月

12月

Vvhal ;S your

δd
.

(ン

〔何?・あなたの好きな季節は=〕

0千十 IS

十avor汁e season?

＼Ⅳhat lS 怜e dale loday?

.日一▲

f

、^

.

週(vveek)

(11'.) Summer.

〔夏〕

W 冒

r

DL・09

〔何?・日付は=・きょうは〕

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

.

＼Ⅳhen ls your blr卜hday?
〔いつ?・あなたの誕生日は=〕

1ナ'S

優

Sunday
Monday
Tuesday
XⅣednesday
Tレ1Ursday
Frlday
Salurday

1ナ'S June 18.
〔6月18日〕

なお、 June 18は、

序数を使って

June (十he) eigk十een十h
のように読みます。

.

In "^

~(の中)に

歌つて

基本的な削置詞

C).^ 0 日^
00

On

~の上に

日

"^

Under ー'^

＼Ⅳkaナ day (0〒th. W..k) 1S 汁 foday?
〔何曜日?・きょうは〕

1ナ'S Frl

~の下に

ゆg

to~

田、日
(フ

{〕ノ＼

1 Ⅷ印

a十~
~に(☆時刻)

y
〔5月24日〕

Z/

ψ珍

1 畍師

be十ore ー"^

@@

24.

^

Is f卜le key?

~の前に

^

十蛉IS 十Own?
この町に〕

ある・そのカギは〕

1 00咋

afl'er~

IS ]、ama?
いる・タマは〕

~の後て

目の

School beglns a18:30.

to my house.
わたしの家へ〕

(フ

11's on lhe lable.(i■
〔それは・ある・テーブルの上に〕

Flnlsh your homework be千ore

〔金曜日〕

near

~の近くに

It's under lhe ナable. (is :いる)

〔それは・いる・テーブルの下に〕

ay

Vvlth

Le十's play soccer a十ter lunch.
〔しましょう・サッカーを・昼食〕

1 1 g010 school by bus.
ー.^

r

DL・10

~と(いっしょに)

aboU十 ー'^

.ー、^

~について

ある)

十or ー゛、^

~のために

1 0・'

千rom '゛、^

ⅡVes near 十ke S十a+10n.
住んている・その駅の近くに〕

~から

1 山'・,永

Supper.

0千~

゛/1+h me.

私といっしょに〕

~の

ここで取り上げたのは、最も基本的な前置詞の最も基本的な意味です。

abou+ 1he problem.

1 殆北叩郎・"・

その問題について〕

my 千alher.

Son9?

彼女は

Ⅳ
.

ekS

るしん

●
1

イ?〔

ekS

SUr0千

〕

じ

.

た

f手通

〔

ノ

y
が

●
1

何

J

春
夏
秋
冬

=

゛

.

eh十S

塑



まとめてチェック

.

1

get up

go fo bed

10ok af ~

基本的な熟語表現

起きる、起床する

寝る

~を見る

ⅡS十en 十0 ~
~を聞く

bed, Jun.to

〔寝なさい ジユン〕

I Look at lhaナ

ge十 on
(乗り物)に乗る

gel0仟
(乗り物)を降りる

PU十 on
~を身につける

Iake 0仟

〆』^

a十 Seven

・7時に・毎朝〕

十0 十he classroom.

教室へ〕

ー、^

me.

〔聞きなさしト 私 (の言うこと)を〕

1 00,0・"・,加・
Ihe buS 卜lere.(ae十 0

バスを・ここて〕〔降りなさい

1 0・,0・0・ 000,・
1 臥・0御0・・一昨・
戸艸 On the 11ghl, please.

明かりを・どうぞ〕

戸川 0仟ナhe TV, please.
テレビを・どうぞ〕

1 00・ In, please.
どうぞ〕

every mornln9.

ー'^

~を脱ぐ

Car.

.ー^

.

十Urn on ~
(明かり、テレビなど)をつける

十Urn ofF

ー'^

r

DL・11

(明かり、テレビなど)を消す

Come ln

はいる

ー"^

go

.

もどる

back

go home

10ok 千or

家に帰る

十or 怜e key.
~をさがす

Go bac

ここで取り上げたのは、動詞を中心とした熟語です。

そのカギを〕

1811RI

I Lels go home.

・家に〕

1 、・'0'

一
偽

金
、

P
る

U
き起

eg
ι
 
0

1
 
囲
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0十

〔 しなりど


