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Day1 

1.be動詞 

主語 be動詞 

I  am 

you  are 

he, she, it  is 

We, they are 

意味「～である」「～にいる」 

I am a student. (わたしは学生です。) 

You are a teacher. (あなたは先生です。) 

He is my friend. (彼はわたしの友達です。) 

They are my friends. (彼らはわたしの友達です。) 

 

★練習 1 次の（  ）に正しい be動詞を入れましょう。 

1) I (     ) a student. (わたしは学生です。)  

2) You (     ) a teacher. (あなたは先生です。)  

3) He (     ) my friend. (彼はわたしの友達です。)  

4) They (     ) my friends. (彼らはわたしの友達です。) 

5) She (     ) a student. (彼女はわたしの友達です。) 

6) We (     ) friends. (わたしたちは友達です。) 

7) You and I (     ) good friends. (あなたとわたしは友達です。) 

 

■否定文-be動詞のあとに notをいれる。 

Kelly is my classmate. (ケリーはクラスメイトです。) 

Keiiy is not my classmate. (ケリーはクラスメイトではありません。) 

 

■疑問文-be動詞と主語の順番を逆にする。 

Ken is your friend. (ケンはあなたの友達です。) 

Is Ken your friend? (ケンはあなたの友達ですか。) 

 

■be動詞の過去形 

 

 

 

I was in Australia last year. (わたしは昨年、オーストラリアにいました。) 

Mike was in Canada two years ago. (マイクは２年前にカナダにいました。) 

We were at home last night. (わたしたちは昨夜、家にいました。) 

 

★練習２ 次の(   )に正しい be 動詞をいれましょう。 

1) I (     ) in Australia last year. (わたしは昨年、オーストラリアにいました。) 

2) Mike (     ) in Canada two years ago. (マイクは２年前にカナダにいました。) 

3) (     ) he in Nagoya yesterday? (彼は昨日、名古屋にいましたか。) 

am, is → was 

are → were 

 

 

 



There is～ There are～の文 ＝ ～があります。 

There is a ball under the table. (ボールがテーブルの下にあります。) 

There are many books on the desk. (たくさんの本が机の上にあります。) 

※1つのときは is、2つのときは areを使います。 

 

★練習 3 次の(   )に正しい be 動詞をいれましょう。 

1) There (     ) a cat under the table. (テーブルの下にねこがいます。)  

2) There (     ) many chairs in this room. (この部屋にはたくさんのいすがあります。) 

3) There (     ) many books on the desk. (机の上にたくさんの本がありました。) 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day2 

2.一般動詞 

I like English. (わたしは英語が好きです。) 

疑問文―Do you like English? (あなたは英語が好きですか？) 

答え方―Yes, I do. / No, I don’t. 

否定文―I don’t like English. 

 

He likes tennis. (彼はテニスが好きです。) 

   ↑この sはなんの sでしたか？ 三単現の s 

（         ）のつけかた［復習］ 

play  like  come  

watch  go  do  

study  cry  have  

 

疑問文―Does he like tennis? ※Doesを前にだして動詞は元の形にしましょう。 

答え方―Yes, he does. / No, he doesn’t. 

否定文―He doesn’t like English. 

 

■過去形 

※動詞を過去形にするときは最後に edをつけます。 

I listen to music. (わたしは音楽をききます。) 

I listened to music yesterday. (わたしは昨日、音楽をききました。) 

He listens to music. (彼は音楽をききます。) 

 

過去形にするときには基本的に動詞の語尾に edをつけます。（規則動詞と言います。） 

◆規則動詞の過去形 

原形 過去形 意味 原形 過去形 意味 

answer   call   

finish   turn   

believe   invite   

arrive   introduce   

need   carry   

worry   

 

でも、過去形には不規則動詞もあります。 

I go to school.       （わたしは学校へ行きます。） 

I went to school yesterday. （わたしは昨日学校へ行きました。） 

He goes to school.         （彼は学校へ行きます。） 

He went to school yesterday.（彼は学校へ行きました。） 

 

 

 



Day3 

◆不規則動詞の過去形 

原形 過去形 意味 原形 過去形 意味 

go   get   

leave   eat   

have   speak   

buy   hear   

write   see   

keep   put   

do   feel   

know   tell   

take   read   

 

＊このほかにも不規則動詞はまだあります。しっかり覚えていきましょう。 

 

肯定文―He went to school yesterday. （彼は昨日学校に行きました。） 

疑問文―Did he go to school yesterday? （彼は昨日学校に行きましたか。） 

＊Did を前に出して動詞は元のかたちにもどしましょう。 

答え方―Yes, he did. / No, he didn’t. 

否定文―He didn’t go to school yesterday.（彼は昨日学校へ行きませんでした。） 

 

★練習 

次の（  ）内の単語を必要があれば正しい形にかえなさい。 

1) I (watch) TV yesterday.  

2) Did she (go) to school yesterday?  

3) I (play) tennis last Sunday.  

4) He (live) in Nagoya ten years ago. 

5) They (buy) a nice present for her yesterday. 

6) We (see) a lot of people there yesterday.  

7) I didn’t (study) math yesterday.  

8) She (study) math every day after dinner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day4 

3. 進行形 

＊現在進行形［復習］「～している」 be動詞＋動詞の ing 形 

He washes the car every Saturday.（彼は毎週土曜日に車を洗います。） 

→He is washing the car now.（彼は今車を洗っています。） 

疑問文―Is he washing the car now?  Yes, he is. / No, he’s not. 

否定文―He is not washing the car now. 

 

＊過去進行形「～していた」過去の be動詞(was, were)＋動詞の ing形 

We played soccer yesterday. （わたしたちは昨日サッカーをしました。） 

We were playing soccer then. （わたしたちはそのときサッカーをしていました。） 

疑問文―Were you playing soccer then? （あなたはそのときサッカーをしていましたか。） 

答え方―Yes, I was. / No, I wasn’t. 

否定文―We weren’t playing soccer then. （わたしたちはそのときサッカーをしていませんでした。） 

 

4. 形容詞・副詞 

形容詞 She has a new hat.（彼女は新しいぼうしをもっています。） 

I saw something black in the box.（箱の中に何か黒いものが見えました。） 

↑~thingの語のときはそのあとに書きましょう。 

◆数量を表す形容詞 

数えられる名詞につくもの 例：I have many friends. 

many  a few  few  

数えられない名詞につくもの 例：We don’t have much snow.  

much  a little  little  

両方につくもの 例：Do you have a lot of coins? 

a lot of   some  any  

 

副詞  

too（肯定文）「～も」, either（否定文）「～もない」 

He likes history. ― Me, too. （彼は歴史が好きです。－私も好き。） 

He doesn’t like history. ― Me, neither. （彼は歴史が好きじゃない。－私も好きじゃない。） 

※neither = not + either 

 

頻度を表す副詞 

always (          ) usually (           ) often(           )sometimes (            ) 

      

位置が大事！＊一般動詞の前 

I sometimes meet my friends.（私はときどき友達に会います。） 

＊be動詞、助動詞のあと 

He is usually in the room.（彼はたいていその部屋にいます。） 

 

 



◆練習 1 

次の（  ）内の語を並べかえなさい。 

1) ( I / something / want / cold ).（何か冷たいものがほしいなあ。） 

 

2) Peter doesn’t like basketball. – ( like / I / , / it / either / don’t).（私も好きじゃない。） 

 

3) ( meet / I / my / sometimes / friends). （わたしはときどき友達に会います。） 

 

◆練習 2 

次の（  ）を正しく訂正しなさい。 

1) We had (many) snow yesterday.（昨日は雪がたくさん降りました。） 

2) There is (a few) water in the glass.（コップに水が少しあります。） 

3) (Little) people were in the museum.（博物館にほとんど人はいませんでした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day5 

5. 未来形 

1) be going to＋動詞の原形「～するつもりだ」 

肯定文―He is going to visit Kyoto next month. （彼は来月京都を訪れるつもりです。） 

疑問文―Is he going to visit Kyoto next month? （彼は来月京都を訪れるつもりですか。） 

答え方―Yes, he is. / No, he’s not. 

否定文―He is not going to visit Kyoto next month. （彼は来月京都を訪れるつもりではありません。） 

★いろいろな未来形 

What are you going to do tomorrow?（あなたは明日何をするつもりですか。） 

Where are you going to go?（あなたはどこへ行くつもりですか。） 

When is he going to do his homework? （彼はいつ宿題をするつもりですか。） 

 

2) will「～でしょう」 

肯定文―He will play baseball tomorrow.（彼は明日野球をするでしょう。） 

疑問文―Will he play baseball tomorrow?（彼は明日野球をするでしょうか。） 

答え方―Yes, he will. / No, he will not. (= won’t.) 

否定文―He won’t play baseball tomorrow.（彼は明日野球をしないでしょう。） 

 

6. 助動詞 

助動詞: can , may , must , will , shallなどの語で、助動詞の次にくる単語は動詞の原形。 

Tom swims very fast.（トムはとても速く泳ぐ。） 

→Tom can swim very fast.（トムはとても速く泳ぐことができます。） 

肯定文―Emi can play tennis well.（エミは上手にテニスができます。） 

疑問文―Can Emi play tennis well?（エミは上手にテニスができますか。） 

答え方―Yes, she can. / No, she can’t.（はい、できます。 いいえ、できません。） 

否定文―Emi can’t play tennis well. （エミは上手にテニスができません。） 

 

◆いろいろな助動詞 

have to~  don’t have to~  

must  mustn’t  

may  will  

May I ~?  Can I ~?  

Will you ~?  Must I ~?  

Shall I ~?  Shall we ~?  

can  be able to ~  

 

 

 

 

 

 

 



Day6 

［have to］ 

Miki has to wake up early tomorrow. （ミキは明日早く起き                             。） 

Does Miki have to wake up early tomorrow?（ミキは明日早く起き                             。） 

［don’t have to］ 

I don’t have to do my homework today.（私は今日宿題を                         。） 

［must］ 

You must catch a snake.（あなたはへびを捕まえ                          。） 

You mustn’t catch a snake.（あなたはへびを捕まえ                   。） 

［may］ 

He may come to the party.（彼はパーティーに来る                 。） 

It may rain tomorrow.（明日雨が降る                     。） 

［will］ 

The child will sleep soon.（その子はすぐに寝るだろう。） 

I will do it later.（あとでそれをやります。） 

［May I ~?］ 

May I open the window?（窓を閉めても       ですか？） 

May I use your dictionary?（あなたの辞書を                   ？） 

［Will you ~?］ 

Will you go to the airport?（空港に行って                     ？） 

Will you wait for her here?（ここで彼女を                           ？） 

［Must I ~?］ 

Must I begin it soon?（すぐにそれをはじめないと                     ？） 

Must I tell her the truth?（彼女に本当のことを                                ？） 

［Shall I ~?］ 

Shall I carry it to the company?（それを会社まで運び                        ？） 

Shall I wake him up?（彼を                     ？） 

［be able to］= can 

She is able to make a cake.（彼女はケーキを作ることができます。） 

 

★練習 

日本語に合うように（  ）に適する語を書きなさい。 

1) ミキは明日早く起きなければいけません。Miki (     ) (     ) wake up early tomorrow.  

2) 私は今日宿題をしなくてもいい。I (     ) (     ) (     ) do my homework today.  

3) あなたはへびを捕まえなければいけない。You (     ) catch a snake.  

4)あなたはへびを捕まえてはいけない。You (     ) catch a snake.   

5) 彼はパーティーに来るかもしれない。He (      ) come to the party. 

6) その子はすぐに寝るだろう。The child (     ) sleep soon.  

7) あなたの辞書を使ってもいいですか？(     ) I use your dictionary?  

8) ここで彼女を待ってくれませんか？(     ) you wait for her here?  

9) それを会社まで運びましょうか？(     ) I carry it to the company?  

10) 彼女はケーキを作ることができます。She (     ) (     ) (     ) make a cake. 



Day7 

7.名詞・代名詞 

1) 名詞 

数えられる名詞を複数形にするときは(e)sがつきます。apple→apples  box→boxes 

＊不規則に変化するものもあります。mouse→mice  man→men  child→children 

数えられない名詞もあります。数えられない名詞は aがついたり、複数形になったりすることはありません。 

water  money  wine  coffee  fish  など 

特別な言い方をするものもあります。 

コップ一杯の水 a glass of water  1枚の紙 a piece of paper   

 

2) 代名詞 

~self (selves)の形で「～自身」の意味を表す 

You should do your homework by yourself.（自分自身で宿題はやった方がいい。） 

 

不特定の人や物を表す代名詞として以下のものがあります。 

each  another  one  

someone  other  everybody  

You can talk about the problem each other.（お互いに問題について話し合ってもいいですよ。） 

I have another idea.（他のアイディアがあります。） 

There are two red pens on the table. This is yours and the other is mine. 

（テーブルの上に 2本の赤ペンがあります。これはあなたのもので、他方は私のものです。） 

I have an old bike, so I want a new one.（古い自転車しか持ってないから新しいのが欲しい。） 

 

★練習 1  

次の英文の誤っている箇所を訂正しなさい。 

1) I like reading. I want a lot of book. （誤       ）→（正       ） 

2) There were many child in the park. （誤       ）→（正       ） 

3) I want to buy the CD, but I have little moneys. （誤       ）→（正       ） 

4) I left my umbrella in the library, so I have to buy a new it.  

（誤       ）→（正       ） 

 

◆練習 2  

日本語にあうように（  ）に適語を入れなさい。 

1) I can do it by (          ). （自分でできます。） 

2) I have (           ) idea. （他のアイディアがあります。） 

3) This is yours and the (       ) is mine. （これはあなたのもので、他方は私のものです。 

 

 

 

 

 

 



Day8 

8.比較 

比較級―2つのものを比べるときに使う。 

This question is easy.（この問題は簡単だ。） 

→This question is easier than that one.（この問題はあの問題よりも簡単だ。） 

普通、erの形にかえて「～よりも」という意味の thanをつける。 

 

最上級―3つ以上のものを比べて「いちばん～だ」というときに使う。 

My father is tall.（お父さんは背が高い。） 

My father is the tallest in my family.（お父さんは家族で一番背が高い。） 

普通、theをつけて、estの形にかえて、最後に inまたは ofを加える。 

 

注意！ 

つづりの長いものは more/mostがついた形となる。 

（つづりの長いものに er/estをつけると読みにくいね。）×importanter 

This problem is important.（この問題は大切です。） 

→This problem is more important than that one.（この問題はあの問題よりも大切です。） 

Math is difficult. （数学は難しい。） 

→Math is the most difficult of all subjects.（数学は全ての教科の中で一番難しい。） 

 

★比較の表を埋めてみましょう。 

 原級 比較級 最上級 

er 

est 

の形 

cold   

tall   

new   

hot   

big   

busy   

easy   

fast   

early   

more 

most 

の形 

popular   

famous   

important   

特 別 な

形 

good (well)   

many (much)   

as～as … 「…とおなじくらい～だ」 

Saki is tall.（サキは背が高い。） 

→Saki is as tall as her mother.（サキはお母さんと同じくらい背が高い。） 

      ↑原級のまま！ 

not as～as …「…ほど～ではない」 



His computer is good.（彼のコンピュータはいい。） 

→His computer is not as good as yours.（彼のコンピュータはあなたのほどよくはない。） 

 

◆練習 

次の（  ）を適する形にかえなさい。ただし、変える必要がない場合もある。 

1) This book is (old) than that one.（この本はあの本より古い。） 

2) She can swim (fast) than fish.（彼女は魚より速く泳げる。） 

3) The book is the (old) of all books.（その本は全ての本の中で一番古い。） 

4) She can swim the (fast) in my class.（彼女はクラスのなかで一番速く泳げる。） 

5) This book is (interesting) than that book.（この本はあの本より面白い。） 

6) This book is the (interesting) of all books.（この本は全ての本の中で一番面白い。） 

7) This car is (good) than that one.（この車はあの車より良い。） 

8) This book is the (good) of all books.（この本は全ての本の中で 1番良い。） 

9) This book is as (old) as that book.（この本はあの本と同じくらい古い。 

10) She can’t as (fast) as fish.（彼女は魚ほど速くは泳げない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day9 

9.不定詞・動名詞 

不定詞って？= to +動詞の原形 意味：「～するために」「～すること」「～するための・すべき」 

①「～するために」 

We went to the cafeteria to drink a cup of tea. 

（私たちは紅茶を飲むためにカフェに行きました。） 

Why did she go to the party? – To introduce herself. 

（なぜ彼女はパーティーに行ったのですか。自己紹介するためです。） 

②「～すること」 

I like to draw pictures. （私は絵を描くことが好きです。） 

To read English books is difficult.（英語の本を読むことは難しい。） 

His dream is to become a bus driver.（彼の夢はバスの運転手になることです。） 

③「～するための・すべき」 

We have many things to tell you.（私たちはあなたに伝えるべきことがたくさんある。） 

He wanted something to eat.（彼は食べるものが欲しかった。） 

 

動名詞って？= 動詞の ing形のこと 意味：「～すること」 

They already enjoyed having dinner together. 

（彼らはすでに一緒に夕食を食べることを楽しみました。） 

She is good at singing songs.（彼女は歌うことが得意です。） 

Swimming in the sea is wonderful.（海で泳ぐことは素晴らしい。） 

 

注意！不定詞に使う動詞・動名詞に使う動詞は決まっている！！（◆練習 9-2参照） 

不定詞：want hopeなど 動名詞：enjoy finish など 両方 OK：like start begin 

 

◆練習（  ）の語を不定詞か動名詞に変えなさい。 

1) I finished (read) the book.（その本を読み終えました。） 

2) I hope (meet) you.（あなたに会えることを願っています。） 

3) I enjoyed (play) tennis.（テニスを楽しみました。） 

4) It started (rain).（雨が降り始めた。） 
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10. 接続詞 

1) Ken and Kumi are my good friends.（ケンとクミは私の親友です。） 

2) I went to the party, but Mike didn’t. 

（私はパーティーに行きました。しかし、マイクは行きませんでした。） 

3) Which do you like better, chicken or beef?（チキンがビーフどちらが好きですか。） 

 

★意味を書きましょう。 

when  if  because  

after  before    

★例文★ 

I saw koalas when I visited Australia.（オーストラリアを訪れたとき、コアラを見ました。） 

If you can’t come, please call me.（もし来られないなら、電話してね。） 

I didn’t go to school because I was sick.（病気だったので、学校に行かなかった。） 

 

◆練習 次の英語を日本語に直しなさい。 

1) When I visited him, he was watching TV. 

（                       ） 

2) Please call me if you have time. 

（                       ） 

3) I went to the restaurant after I finished the work. 

（                       ） 

4) He got home before his mother cooked dinner. 

（                       ） 

5) He looked very sad because he failed the exam. 

（                       ） 

  


