
英語 トライシート １－① 【解答】 

名前 

 

アルファベット 

英語で使う文字はアルファベットの 26 文字です。 

v，x など，ローマ字では使わなかった文字も使います。 

 

(1) ローマ字をなぞって書いてみましょう。（岡山＝Okayama，備前＝Bizen） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ローマ字をなぞって書いてみましょう。（ネコ＝neko ，イヌ＝inu） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 英単語をなぞって書いてみましょう。（ネコ＝cat ，イヌ＝dog） 

 

 

 

 

(4) 英単語をなぞって書いてみましょう。（良い＝good ，悪い＝bad） 

 

 

 

 

  

ローマ字は日本語の音を

アルファベットを使って

表したものだよ。 

b と d の向きに

気をつけよう。 

地名の始まりは

大文字だよ。 

アルファベットを

書く位置は， 

ローマ字と同じだ

よ。 



英語 トライシート １－②―１ 【解答】 

名前 

 

be動詞〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 

 

 「…は～です。」は，《主語＋be動詞》で表します。 

  be動詞は主語によって，am，are，is に変化します。 

  主語（単数） be動詞 主語（複数） be動詞 

I（私） am we（私たち） are 

you（あなた） are you（あなたたち） are 

he（彼）， 

she（彼女）， 

it（それ），this（これ），

that（あれ）など 

is 

they（彼ら，それら）， 

Ken and John 

（ケンとジョン）など 
are 

 

■次の日本文の意味になるように，かっこの中から正しい be動詞を選び， 

○で囲みましょう。 

(1) 私は安
あん

藤
どう

久
く

美
み

です。 

          am 

  I     are     Ando  Kumi. 

          is 

 

(2) これは私の本です。 

      am 

 This   are      my  book. 

      is 

 

(3) ケンとジョンは仲の良い友達です。 

            am 

  Ken and John   are  good friends. 

            is 

 

I am は I’m と短縮することができ，短縮形といいます。短縮形は話し言葉

でよく使われます。 

［その他の短縮形］ 

you are → you're   he is → he’s   she is → she’s   

it is → it’s      they are → they’re    など 

この文の主語は I だから， 

be 動詞は am だね。 

この文の主語は This だね。 

主語が this のとき， 

be 動詞は is だね。 

 

主語が 2 人以上のときの

be 動詞は are だね。 

 



英語 トライシート １－②―２ 【解答】 
名前 

 

be動詞〈疑問文〉〈否定文〉 

  

☆be動詞の疑問文の作り方 

 be動詞を主語の前に出します。 疑問文の終わりには，? をつけます。 

 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉   He is from America.（彼はアメリカ出身です。） 

 

〈疑問文〉 Is he   from America ?（彼はアメリカ出身ですか。） 

 

＊答え方 Yes ,  he  is.（はい，そうです。） 

      No ,  he  isn’t.（いいえ，ちがいます。） 
               〔is  not〕 

☆be動詞の否定文の作り方 

 be動詞の後に not を置きます。 

 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 I am    from Okayama.（私は岡山出身です。） 

〈否定文〉 I am not  from  Okayama. （私は岡山出身ではありません。） 

 

■次の文の意味になるように，ア～ウから正しい英文を選び，記号を 

○で囲みましょう。 

   

(1) あなたはアメリカ出身ですか。 

   ア Are you from America ? 

イ You from are America ? 

   ウ You are America from ? 

  

   ――はい，そうです。 

   ――Yes，I am. 

 

(2) これは私の本ではありません。 

   ア This not is my book. 

イ This is not my book. 

ウ This is my book not. 

 

is not→isn’t ，are not→aren’t の短縮形もよく使われます。 

I am not の短縮形は I’m not です。 

否定文のとき，not は

be 動詞の後に置くよ。 

主語 

主語 

疑問文のとき，be 動詞は

主語の前に出すよ。 



英語 トライシート １－③―１ 【解答】 

名前 

 

一般動詞〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 

 have ，play などの動作や状態を表す言葉を一般動詞といいます。 

 1 つの文の中で一般動詞と be 動詞は一緒には使えません。 

 ［例］私はサッカーをします。 

    ○ I play soccer. 

    × I am play soccer. 

 

(1) 次の英文の一般動詞を   で囲みましょう。 

 

  I play tennis.（私はテニスをします。） 

 

  I like music.（私は音楽が好きです。） 

 

  I have a dog.（私は犬を飼っています。） 

 

(2) 次の日本文の意味を表す英文として正しいものをア～ウから選び，記号を

○で囲みましょう。 

 

 ① 私はサッカーをします。 

  ア I am play soccer. 

  イ I play soccer. 

  ウ I soccer play. 

 

 

 ② 私は英語を勉強します。 

  ア I English study.  

  イ I study English. 

  ウ I am study English. 

 

  

study English で「英語を

勉強する」だよ。 

English の E を大文字で書く

ことに注意しよう。 



英語 トライシート １－③－２ 【解答】 

名前 

 

一般動詞〈疑問文〉〈否定文〉 

一般動詞（have，play など）では，疑問文や否定文を作るとき，do が必要です。 

 〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉     You        play   soccer.（あなたはサッカーをします。） 

 

〈疑問文〉    文の先頭に Do を置きます。主語と一般動詞の順番はそのままです。 

        Do   you       play   soccer ? （あなたはサッカーをしますか。） 

 

＊答え方  Yes ,  I do.（はい，します。） 
           No ,  I do not.（いいえ，しません。）  
                             〔don’t〕 

〈否定文〉 一般動詞の前に do not 〔don’t〕 を置きます。 

 I   do  not   play   soccer.（私はサッカーをしません。） 
                     〔don’t〕 

 

■次の日本文の意味を表す英文として正しいものをア～ウから選び，記号を○で囲みましょう。 

 

 あなたはピアノを弾
ひ

きますか。 

  ア Play  you  the  piano ? 

イ Do you play the piano ? 

ウ Are you play the piano ? 

 

――いいえ，（私は）弾
ひ

きません。 

      ア No , I  don’t. 

      イ  No , I’m  not. 

      ウ No , I  play  not. 

 

        私はピアノを弾
ひ

きません。 

      ア I’m  not  play  the  piano. 

      イ  I  don’t  play  the  piano. 

      ウ  I  play  the  piano  not. 

 

do not の短縮形は don’t です。会話文ではとてもよく使われます。 

  

do で聞かれたら

do で答えるよ。 



英語 トライシート １－④－１ 【解答】 

名前 

 

３人称単数現在〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 

話し手（I）や聞き手（you）以外の人やもののことを３人称といいます。 

文の主語が３人称単数（1 人，1 個）で，時が現在の場合には， 

一般動詞が変化します。 

☆動詞の３人称単数現在形の作り方 

①そのまま s をつける play→plays  like→likes  work→works など 

②es をつける    go→goes  wash→washes  teach→teaches など 

③y を i に変えて es をつける   study→studies など 

④形を変える    have→has 

 

(1) 次のうちから，３人称単数のものを選んで○で囲みましょう。 

 

  I          you          my sister       they       he        

 

  Tom        Emily    we             she     it 

 

 

(2) 次の日本文の意味になるように，   に入る正しい英語をア～ウから 

選び，記号を○で囲みましょう。 

 

① ケンは犬を飼っています。 

Ken         a dog.  

 

  （ア have   イ haves   ウ has ） 

 

 ② 私の妹はとても上手に歌います。 

  My sister          very well. 

 

  （ア sing   イ sings   ウ singes ） 

 

 ③ トムは日本語を勉強します。 

  Tom          Japanese. 

   

（ア study   イ studys   ウ studies ） 

  

have は主語が３人称単数で 

時が現在の場合，has に変わるね。 

（私） （あなた） （私の姉〔妹〕） （彼ら） （彼） 

（トム） （エミリー） （私たち） （彼女） （それ） 



英語 トライシート １－④－２ 【解答】 

名前 

 

３人称単数現在〈疑問文〉〈否定文〉 

 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉      He plays soccer.（彼はサッカーをします。） 

〈疑問文〉 

文の先頭に Does を置きます。動詞は原形（変化していない形）にします。 

文の終わりに ? をつけます。 

       Does  he play soccer ?（彼はサッカーをしますか。） 

               

＊答え方  Yes , he does.（はい，（彼は）します。） 

          No , he  does  not.（いいえ，（彼は）しません。） 

                        〔doesn’t〕 

〈否定文〉 

動詞の前に does not 〔doesn’t〕 を置きます。 

動詞は原形（変化していない形）にします。 

       He does not play soccer.（彼はサッカーをしません。） 
         〔doesn’t〕  

                 

■次の日本文の意味になるように，   に入る正しい英語をア～ウから選び，

記号を○で囲みましょう。 

 (1) トムはサッカーをしますか。 

 

          Tom    play    soccer ?    

 

  （ア Do        イ Does      ウ Is ） 

 

      ――いいえ，（彼は）しません。  

 

      No ，he           . 

    

（ア isn’t   イ don’t   ウ doesn’t） 

 

 (2) エミリーは数学が好きではありません。 

 

  Emily                               math. 

 

    （ア don’t  likes    イ isn’t  like    ウ doesn’t  like） 

 

does not の短縮形は，doesn’t です。会話ではとてもよく使われます。 

  

Tom は 3 人称単数だから，

does を使うね。 

動詞は原形だよ。 

Emily も 3 人称単数なので， 

否定文には doesn’t を使うね。 

原形 

原形 



英語 トライシート １－⑤－１ 【解答】 

名前 

 

現在進行形〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 

 

「今，……しています。」というときには，現在進行形を使います。 

現在進行形は，《be動詞＋動詞の ing形》で表します。 

現在形は，習慣的な動作をいうときに使いますが， 

現在進行形は，今まさに，この時点で動作が行われているときに使います。 

［例］ 〈現在形〉     Ann sings very well. 

（アンはとても上手に歌います。） 

    〈現在進行形〉  Ann is singing  very  well. 

（アンがとても上手に歌っています。） 

☆動詞の ing形の作り方 

①そのまま ing をつける。      play→playing  do→doing 

②最後の e を取って ing をつける。  use→using   write→writing 

③最後の文字を重ねて ing をつける。 run→running  swim→swimming 

                  sit→sitting      get→getting 

 

■次の日本文の意味になるように，   に入る正しい英語をア～ウから選び，

記号を○で囲みましょう。 

 

(1) ぼくは今，テレビを見ています。 

   

  I               TV now. 

 

（ア watch    イ watching   ウ am watching） 

   

 

 

(2) トムがサッカーをしています。 

 

  Tom                          soccer. 

 

（ア is playings     イ is  plays     ウ is  playing） 

 

  

今，この時点で動作が

行われているときは， 

現在進行形だね。 



英語 トライシート １－⑤－２ 【解答】 

名前 

 

現在進行形〈疑問文〉〈否定文〉 

 

☆現在進行形の疑問文と否定文の作り方 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉     Tom is   playing soccer.（トムはサッカーをしています。）  

 

〈疑問文〉be 動詞を主語の前に出します。文の終わりに?をつけます。 

       Is  Tom     playing soccer ?（トムはサッカーをしていますか。） 

 

＊答え方  Yes , he  is.（はい，（彼は）しています。） 

               No , he  is  not.（いいえ，（彼は）していません。） 
              〔isn’t〕 

 

〈否定文〉be 動詞の後に not を置きます。 

Tom is not playing soccer.（トムはサッカーをしていません。） 

 

■次の日本文の意味になるように，   に入る正しい英語をア～ウから選び， 

記号を○で囲みましょう。 

 

(1) あなたのお母さんは今，料理をしているところですか。 

 

        your mother cooking now ? 

 

 （ア Does    イ Are    ウ Is ） 

 

(2) あなたは今，何をしていますか。 

 

  What                                     now ? 

 

（ア do  you  do    イ do  you  doing    ウ are  you  doing ） 

 

(3) 彼女は走っていません。 

 

  She                                         . 

 

（ア is not running  イ is running not  ウ not is running ） 

  

この文の主語は your mother だね。

現在進行形の疑問文は be 動詞を 

主語の前に出すよ。 



英語 トライシート １－⑥ 【解答】 
名前 

 

助動詞 can 
 

「……できる」（能力）を表すときには，助動詞 can を使います。 

can は主語が何であっても形は変わりません。can の後の動詞は原形になります。 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉      He can speak English.（彼は英語を話すことができます。） 

 

〈疑問文〉can を主語の前に出します。 

Can  he  speak  English ?（彼は英語を話すことができますか。） 

＊答え方  Yes ,  he  can.（はい，（彼は）できます。） 

  No ,  he  cannot.（いいえ，（彼は）できません。） 

〔can’t〕           

〈否定文〉動詞の前に cannot を置きます。 

He cannot  speak English.（彼は英語を話すことができません。） 

              〔can’t〕 

■次の日本文の意味を表す英文として正しいものをア～ウから選び，記号を○で囲みましょう。 

 

(1) ケンは英語を話すことができます。 

 

ア Ken  speak  can    English. 

    イ Ken can   speaks  English. 

    ウ Ken can   speak    English. 

 

(2) ジョンは料理ができますか。 

 

  ア Can   John  cook ? 

  イ Does   John  can  cook ? 

  ウ Can  John cooks ? 

 

(3) 私の母は運転ができません。 

 

  ア My mother doesn’t can drive. 

  イ My mother can’t drive. 

  ウ My mother can’t drives. 

 

 cannot の短縮形は can’t です。会話文ではとてもよく使われます。 

  

can の後の動詞は原形だよ。 

原形 



英語 トライシート １－⑦ 【解答】 

名前 

 

疑問詞① 

「何」，「いつ」，「どこ」などを表す言葉を疑問詞といいます。 

疑問詞は文の先頭に置きます。 

what……何，どの     when ……いつ    where ……どこ 

who ……だれ        which ……どちら 

           

■次の日本文の意味になるように，      に上の   の中から疑問詞を選んで書きましょう。 

 

(1) あなたは日曜日にふつう何をしますか。 

 

    What     do you usually do on Sunday ? 

 

 

(2) ぼくのペンはどこですか。 

 

     Where      is my pen ? 

 

 

(3) あの男の子はだれですか。 

 

     Who    is that boy ? 

 

 

(4) あなたは紅茶とコーヒーとでは，どちらがほしいですか。 

 

     Which      do you want，tea or coffee ? 

 

 

(5) あなたはいつテニスをしますか。 

 

      When      do you play tennis ? 

日本文の  線部に

注目しよう。 

文の先頭は大文字だよ。 



英語 トライシート １－⑧ 【解答】 

名前 

疑問詞② 

 

「なぜ」，「どのように」などを表す言葉も疑問詞といいます。 

（その他の疑問詞はトライシート１－⑦にあります。） 

疑問詞は文の先頭に置きます。 

whose……だれの       how ……どのように，どうやって 

why ……なぜ  ※答えには because（なぜなら)を使います。 

what time…何時      

how  many…いくつ ※数をたずねるときに使います。 

how  old…何
なん

歳
さい

   ※年
ねん

齢
れい

をたずねるときに使います。 

how much…いくら ※値段をたずねるときに使います。 

 

■次の日本文の意味になるように，   に上の   の中から疑問詞を選んで 

書きましょう。 

 

(1) これはだれの本ですか。 

 

    Whose     book is this ? 

 

(2) あなたは CD を何枚持っていますか。 

 

    How      many     CDs do you have ? 

 

(3) あなたは何
なん

歳
さい

ですか。 

 

    How      old    are you ? 

 

(4) あなたはどうやって学校に来ますか。 

 

    How    do you come to school ? 

 

(5) あなたはなぜ犬が好きなのですか。 

 

    Why    do you like dogs ?  

  

日本文の  線部に

注目しよう。 

文の先頭は大文字だよ。 



英語 トライシート １－⑨－１ 【解答】 

名前 

 

一般動詞の過去形（規則動詞）〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉 

 

過去の動作や状態を表すとき，動詞の過去形を使います。 

〈現在形〉      I play   tennis every day.（私は毎日，テニスをします。） 

〈過去形〉     I played  tennis yesterday.  （私は昨日，テニスをしました。） 

              

過去形が-ed で終わる動詞を規則動詞といいます。 

規則動詞の過去形の作り方には，次のようなものがあります。 

① 語尾に-ed をつける。 play→played ，look→looked など 

② 語尾に-d をつける。  use→used   ，live→lived ，like→liked など 

③ 語尾の y を i に変えて-ed をつける。    study→studied など 

④ 語尾の子
し

音
いん

字を重ねて-ed をつける。   stop→stopped など 

 

■次の動詞の過去形を   に書きましょう。 

 

(1) use →     used      

 

 

(2) listen →      listened      

 

 

(3) live →     lived       

 

 

(4) play →      played      

 

 

(5) study →     studied       

 

 

(6) stop →      stopped      

 

  

過去形 



英語 トライシート １－⑨－２ 【解答】 

名前 

 

一般動詞の過去形（規則動詞）〈疑問文〉〈否定文〉 

 

過去の動作や状態について疑問文や否定文を作るときには did が必要です。 

このとき，動詞は原形にします。 

〈肯
こう

定
てい

文
ぶん

〉    She   played tennis yesterday.（彼女は昨日，テニスをしました。） 

               

〈疑問文〉主語の前に Did を置きます。動詞は原形にします。文の終わりに ? をつけます。 

Did  she   play   tennis yesterday ? （彼女は昨日，テニスをしましたか。） 

         

＊答え方  Yes , she  did. （はい，(彼女は)しました。） 

                No , she  did  not. （いいえ，(彼女は)しませんでした。） 

               〔didn’t〕 

〈否定文〉動詞の前に did not 〔didn’t〕を置きます。動詞は原形にします。 

       She did not play tennis yesterday.（彼女は昨日，テニスをしませんでした。） 
          〔didn’t〕         

 

■次の日本文の意味を表す英文として正しいものをア～ウから選び，記号を○で囲みましょう。 

 

(1) あなたは私の辞書を使いましたか。 

 

  ア Do you used my dictionary ?      

  イ Did you use my dictionary ?  

  ウ Are you used my dictionary ? 

 

(2) 彼女は昨夜，テレビを見ませんでした。 

 

  ア She didn’t watch TV last night. 

  イ She didn’t watched TV last night. 

  ウ She didn’t watches TV last night. 

 

 

did not の短縮形は，didn’t です。会話文ではとてもよく使われます。 

  

過去の動作や状態について 

疑問文や否定文を作るとき

には did を使うよ。 

過去形 

原形 

原形 



英語 トライシート １－⑩ 【解答】 

名前 

 

一般動詞の過去形（不規則動詞） 

 

よく使われる動詞の中には過去形が不規則に変化する動詞があり，不規則動詞といいます。 

例えば， 

 have→had     do→did     see→saw    get→got    

 come→came     go→went     say→said    sit→sat       

 leave→left     write→wrote   eat→ate    drink→drank 

 make→made     sing→sang    take→took      teach→taught 

などと変化します。 

 cut→cut ，put→put などは形も発音も変わりません。 

 read→read は，形は同じでも発音が変化します。 

 

■次の日本文の意味になるように，かっこの中から正しい英語を選び，   に 

書きましょう。 

 

(1) 私は昨日，公園でケンを見ました。 

 

  I   saw    Ken in  the  park yesterday. （ see / saw ） 

 

(2) 私は今朝，９時に起きました。 

 

  I   got    up at nine this morning. （ get  /  got ） 

 

(3) あなたは今朝，早く起きましたか。 

 

  Did you   get     up early this morning ?（ get  /  got ） 

 

(4) 先週の日曜日，あなたはどこに行きましたか。 

 

  Where did you   go     last Sunday ? （ go  /  went ） 

 

 

 

  

疑問文や否定文で did を使ったら，

動詞は原形になるね。 



英語 トライシート １―番外編 【解答】 

名前 

 

季節，曜日，月 

(1) 季節の名前を線でつなぎましょう。       

 

春・      ・winter           

 

夏・      ・spring          

 

秋・      ・autumn（fall）       

 

冬・      ・summer          

 

(2) 曜日の名前を線でつなぎましょう。      

 

日曜日・      ・Tuesday        

 

月曜日・      ・Friday         

 

火曜日・      ・Sunday         

 

水曜日・      ・Thursday              

 

木曜日・      ・Monday        

 

金曜日・      ・Wednesday       

 

土曜日・      ・Saturday              

 

(3) 英語の月の名前を選び，ア～シの記号を（ ）に書きましょう。 

 1月（ コ ）  ２月（ ク ）  ３月（ オ ）  ４月（ カ ）  ５月（ ア ） 

 

 ６月（ イ ）  ７月（ サ ）  ８月（ ケ ）  ９月（ ウ ）  10月（ シ ） 

 

 11月（ キ ）  12月（ エ ） 

 

 ア May  イ June  ウ September  エ December  オ March  カ April 

 キ November  ク February  ケ August  コ January  サ July   

シ October 


