
2章 一般動詞 中英1-2-3(1)

3. 三人称・単数の文

be動詞は主語によって am, are, is を 使い分けました。

ちょっと復習 ＊be動詞を入れましょう

① He  Tom.

② I     Tom.

③ You Tom.

一般動詞も主語によって 形が変わることがあります。

I play tennis. 私はテニスをします。

You play tennis. あなたはテニスをします。

He plays tennis. 彼はテニスをします。

主語が I, you, 複数 なら 動詞はそのまま。でも、

主語が I と you 以外の単数（1人、1つ） のときは、

動詞に –s や –es が つきます。



2章 一般動詞 中英1-2-3(1)

3. 三人称・単数の文

be動詞は主語によって am, are, is を 使い分けました。

ちょっと復習 ＊be動詞を入れましょう

① He  is   Tom.

② I     am  Tom.

③ You are  Tom.

一般動詞も主語によって 形が変わることがあります。

I play tennis. 私はテニスをします。

You play tennis. あなたはテニスをします。

He plays tennis. 彼はテニスをします。

主語が I, you, 複数 なら 動詞はそのまま。でも、

主語が I と you 以外の単数（1人、1つ） のときは、

動詞に –s や –es が つきます。



中英1-2-3(2)

自分（ I, we  ）のことを 「一人称」

相手（ you    ）のことを 「二人称」

自分と相手以外の人や物を 「三人称」 と いいます。

私、私たち

あなた/あなたたち

一般動詞の文では 主語が三人称で単数のとき、動詞に –s や –es を つけます。

これを 「三人称・単数・現在形」 と いいます。 （３単現の –s と いったりします）

1 like か likes を入れなさい。

(1) She  music.               (2) I  music.

(3) My father  music.      (4) Tom  music.

(5) We  music.               (6) They  music.
彼ら

2 play か plays を入れなさい。

(1) You  soccer.                    (2) He  soccer.

(3) Tom and Yumi  soccer.     (4) We  soccer.



中英1-2-3(2)

自分（ I, we  ）のことを 「一人称」

相手（ you    ）のことを 「二人称」

自分と相手以外の人や物を 「三人称」 と いいます。

私、私たち

あなた/あなたたち

一般動詞の文では 主語が三人称で単数のとき、動詞に –s や –es を つけます。

これを 「三人称・単数・現在形」 と いいます。 （３単現の –s と いったりします）

1 like か likes を入れなさい。

(1) She  likes  music.               (2) I  like   music.

(3) My father  likes  music.      (4) Tom  likes  music.

(5) We  likes  music.               (6) They  like   music.
彼ら

2 play か plays を入れなさい。

(1) You  play   soccer.                    (2) He  plays  soccer.

(3) Tom and Yumi  play   soccer.     (4) We  play   soccer.



中英1-2-3(3)
-s, -es のつけ方

① ふつうは –s を つける play → plays

② 最後が -s, -sh, -ch, -x, -o で 終わる語は –es を つける

kiss → kisses ,   wash → washes ,   watch → watches

mix → mixes ,   go → goes
キスする 洗う

混ぜる

③ 最後が 「子音字 ＋ y 」のときは y を i に かえて es を つける

study → studies , cry → cries ※ play は y の 前が母音なので
そのまま s を つけます

④ 例外 have → has
母音（a, i, u, e, o ）
子音（a, i, u, e, o ）以外発音の方法

① 語尾が「ス、ズ、シュ、チ、ジ」だと[iz]の発音

kisses , rises , washes , watches , bridges [ィズ]

② ①以外で語尾が無声音だと[s]の発音

laughs , helps , walks , likes , gets [ス]

③ ①以外で語尾が有声音だと[z]の発音

plays , goes , studies [ズ]

泣く



中英1-2-3(4)

3 次の動詞の 三人称・単数・現在形 を 書きましょう。

4 日本文に合うように、英語を書きましょう。

(1) 彼は毎日英語を勉強します。

He every day.

(2) 私の母は部屋をそうじします。

My mother the room.

(3) あなたは上手に英語を話します。

You well.

(1) know
知っている

(4) study
勉強する

(7) clean
そうじする

(2) live
住んでいる

(5) have
持っている

(8) make
作る

(3) go
行く

(6) use
使う

(9) help
手伝う

(4) 私の父は車を持っています。

My father a car.

上手に



中英1-2-3(4)

3 次の動詞の 三人称・単数・現在形 を 書きましょう。

4 日本文に合うように、英語を書きましょう。

(1) 彼は毎日英語を勉強します。

He studies    English   every day.

(2) 私の母は部屋をそうじします。

My mother cleans   the room.

(3) あなたは上手に英語を話します。

You speak    English   well.

(1) know
知っている

(4) study
勉強する

(7) clean
そうじする

knows    

studies   

cleans    

(2) live
住んでいる

(5) have
持っている

(8) make
作る

lives      

has       

makes   

(3) go
行く

(6) use
使う

(9) help
手伝う

goes     

uses     

helps    

(4) 私の父は車を持っています。

My father has   a car.

上手に



中英1-2-3(5)

復習問題

I play tennis. の文を否定文にすると

→ I play tennis.

You like English. の文を疑問文にすると

→ you like English?

Yes,  .

No,  .

（答え方）



中英1-2-3(5)

復習問題

I play tennis. の文を否定文にすると

→ I don’t   play tennis.

You like English. の文を疑問文にすると

→ Do   you like English?

Yes,  I do   .

No,  I don’t  .

（答え方）



中英1-2-3(6)
三人称・単数・現在形の否定文

He plays tennis.

does は do の 三人称・単数・現在形 で、 do に –es が ついたものです。

He does not play tennis. 彼はテニスをしません。

does のあとは

動詞は 原形！

短縮形は doesn’t -s を とって 原形 にする

5 否定文にしましょう。

(1) She cleans her room.

→ She her room.

(2) He lives in Canada.

→ He in Canada.

(3) Nancy has a sister.

→ Nancy a sister.

彼女の

～に



中英1-2-3(6)
三人称・単数・現在形の否定文

He plays tennis.

does は do の 三人称・単数・現在形 で、 do に –es が ついたものです。

He does not play tennis. 彼はテニスをしません。

does のあとは

動詞は 原形！

短縮形は doesn’t -s を とって 原形 にする

5 否定文にしましょう。

(1) She cleans her room.

→ She does   not  clean   her room.

(2) He lives in Canada.

→ He doesn’t   live   in Canada.

(3) Nancy has a sister.

→ Nancy doesn’t   have   a sister.

彼女の

～に



中英1-2-3(7)
三人称・単数・現在形の疑問文

He plays tennis.

Does he play tennis? 彼はテニスをしますか。

Do で訊いたら do で答える

Does で訊いたら does で答える

do のかわりに does 原形

Yes, he does.

No, he does not.

（答え方）

（doesn’t）

Does Keiko study English?

Yes, she does.
女性1人だから

注 Yes, No のあとは 代名詞（ he, she ）に変える！



中英1-2-3(8)

6 疑問文にして、（ ）の語で答えましょう。

(1) He speaks Chinese.  ( Yes )

→

(2) She watches TV.  ( No )

(3) Masao has a cat.  ( Yes )

(4) Your mother studies English.  ( No )

→

→

→

中英1-2-3終了



中英1-2-3(8)

6 疑問文にして、（ ）の語で答えましょう。

(1) He speaks Chinese.  ( Yes )

Does he speak Chinese?                   → Yes, he does.         

(2) She watches TV.  ( No )

(3) Masao has a cat.  ( Yes )

(4) Your mother studies English.  ( No )

Does she watch TV?                        → No, she doesn’t.    

Does Masao have a cat?                   → Yes, he does.         

Does your mother study English?       → No, she doesn’t. 

中英1-2-3終了



中英1-2-3(補)補充問題

2 次の疑問文に対する答を書きなさい。

1 次の文の（ ）内から適する語を選びなさい。

(1) Takao ( is, use, uses ) a computer.                  

(3) My mother ( is, do, does ) not like soccer.        

(4) He ( is, have, has ) from Canada.                    

(1) Does he wash his car?               Yes,  .

(2) I ( am, play, plays ) the piano.                        

(5) Tom and Emi ( is, live, lives ) in Canada.         

(2) Do you play baseball?               Yes,  .

(3) Does Nancy help her mother?    No,  .

(4) Are you a soccer fan?                No,  .



中英1-2-3(補)補充問題

3 次の文を（ ）の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) I study math every day. （下線部を She にかえた文に）

(2) My father has a computer. （否定文に）

(3) Tom goes to school. （疑問文に）

(4) Emi wants a camera. （下線部をたずねる疑問文に）



中英1-2-3(補)補充問題

2 次の疑問文に対する答を書きなさい。

1 次の文の（ ）内から適する語を選びなさい。

(1) Takao ( is, use, uses ) a computer.                  uses  

(3) My mother ( is, do, does ) not like soccer.        does  

(4) He ( is, have, has ) from Canada.                    is    

(1) Does he wash his car?               Yes,  he does      .

(2) I ( am, play, plays ) the piano.                        play  

(5) Tom and Emi ( is, live, lives ) in Canada.         live   

(2) Do you play baseball?               Yes,  I do        .

(3) Does Nancy help her mother?    No,  she doesn’t   .

(4) Are you a soccer fan?                No,  I’m not      .



中英1-2-3(補)補充問題

3 次の文を（ ）の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) I study math every day. （下線部を She にかえた文に）

She studies math every day.               

(2) My father has a computer. （否定文に）

My father doesn’t have a computer.     

(3) Tom goes to school. （疑問文に）

Does Tom go to school?                   

(4) Emi wants a camera. （下線部をたずねる疑問文に）

What does Emi want?                       


