
英語の音を聞いてみよう
●英語には，日本語と同じように発音してもできない音がある。下の例を見て，音声を聞きな

がら繰
く

り返し発音し，英語の音になれよう。

A 　特
とく

徴
ちょう

的
てき

な英語の音の例
　①

　

　②

　

　③

　

音声

動画

æ

cat hat bat

 ɑ 

stop fox box

 ʌ 

bus cut cup

 l 

lunch lemon look

 r 

rice run ring

w

watch wash woman

æ は日本語の「エ」と「ア」をいっしょに
したような音を，口を横に大きく開けて，
のどの奥を緊

きん

張
ちょう

させて出す。

ɑ は日本語の「オ」とちがい，発音する瞬
間に口を大きく開け，のどに近いところで 

「ア」と発音する。

 ʌ は口をあまり開けずに，日本語の「ア」 

と「オ」の中間のような音を短く出す。

日本語の「ラリルレロ」は，舌先で歯ぐきを
一音ごとにたたいて発音する。
一方， l は舌の先を上の歯ぐきにつけたまま，
舌の両側から声が外に出るように発音する。
 r は直前に日本語の「ウ」を軽くそえるよ
うにして発音するとよい。唇

くちびる

を丸めてやや
突
つ

き出した状態で，舌が口の中のどこにも
触
ふ

れないようにして声を出す。

w は日本語の「ワ」よりも唇を丸めるよう
にして，強めに声を出す。「ウ」と区別して
練習しよう。

4

英語の発音

英語の発音 音声・動画ページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ep/E21/top.html
P.4〜7
音声・動画

 や   のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声や動画が利用できます。QRコードからも同じ
音声や動画が利用できます。（「英語の発音」は，教材選択が必要です。WEB上で ss1  を選択してください。）

0004-0007_1_新中問2E_英語1年_標準編.indd   4 2020/09/24   14:09



○学習内容　一般動詞（ 3人称・単数）の文 / 否定文 / 疑問文

A　一般動詞（ 3人称・単数）の文

①　 3人称・単数の主語（I，you  以外の単数の主語）……一般動詞の語尾に  s  または  es  をつける。

I play  the piano.　（私はピアノをひきます。）

He plays  the piano.　（彼はピアノをひきます。）

②　s，es  のつけ方

㋐　大部分の語 ⇨ 語尾に  s  をつける
例　play → plays，like → likes

㋑　語尾が 〈子音字＋y〉 の語 ⇨ y  を  i  にかえて  es

例　study → studies，carry（運ぶ） → carries

㋒　語尾が  s，sh，ch，x，o  の語 ⇨ es

例　watch → watches，go → goes，do → does

㋓　不規則に変化するもの
例　have → has

1 次の動詞の 3人称・単数・現在形を書きなさい。

　⑴　help 　　　　　　　 ⑵　look 　　　　　　　 ⑶　go 　　　　　　　

　⑷　watch　　　　　　　　　 ⑸　study　　　　　　　　　 ⑹　use　　　　　　　　

2 次の文の（　）内から適するものを選び，記号を○でかこみなさい。
　⑴　I （ア play　イ plays） tennis every day.

　⑵　She （ア know　イ knows） my name.

　⑶　Koji （ア has　イ have） a nice bike.

　⑷　Her mother （ア like　イ likes） music very much.

He likes cats.

She plays tennis.

Mika goes to school by bike.

My father has a car.

彼はねこが好きです。

彼女はテニスをします。

美香は自転車で学校へ行きます。

私の父は車を持っています。

74
75
76
77

 一般動詞の語尾に  s  をつける。この形を ₃人称・単数・現在形という。

①　語尾が k， p， f ，
　 t など ⇨ s
　likes，helps

②　語尾が s， z，   ，
　 t  ， dʒ など ⇨ ɪz
　watches，uses

③　その他 ⇨ z
　plays，lives

s，es  の発音

90

第10章 一般動詞 （３人称・単数）

基本文・
読解問題音声

0090-0109_1_新中問2E_英語1年_標準編.indd   90 2020/09/24   14:11



B 　否定文

◎　否定文……主語が 3人称・単数の場合，一般動詞の否定文は  does  を使って作る。

否定文  ⇨ 〈主語＋does not〔doesn’t〕＋動詞の原形〜.〉

She studies English.　（彼女は英語を勉強します。）

She does not  study English.　（彼女は英語を勉強しません。）

比較

㋐　do  を使う場合 → 主語が  I，you  または複数

　I don’t  like cats.

㋑　does  を使う場合 → 主語が 3人称・単数

　He doesn’t  like cats.

1 次の動詞の原形を書きなさい。

　⑴　lives 　　　　　　　⑵　works　　　　　　　　⑶　goes 　　　　　

　⑷　makes 　　　　　　　⑸　wants 　　　　　　　⑹　studies　　　　　　

　⑺　teaches　　　　　　　　⑻　has 　　　　　　　⑼　speaks 　　　　　

2 次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　He likes music. → He 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 music.

　⑵　She watches TV. → She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 TV.

　⑶　Kumi has a cat. → Kumi 　　　　　　　 　　　　　　　 a cat.

　⑷　Jim uses this room. → Jim 　　　　　　　 　　　　　　　 this room.

3 次の文の（　）内から適するものを選び，記号を○でかこみなさい。
　⑴　I （ア do　イ does） not play baseball.

　⑵　Ken （ア do　イ does） not clean his room.

　⑶　My sister （ア don’t　イ doesn’t） get up early.

　⑷　They （ア don’t　イ doesn’t） study social studies.

Mika does not play tennis.

She doesn’t like cats.

My father doesn’t have a car.

美香はテニスをしません。

彼女はねこが好きではありません。

私の父は車を持っていません。

78
79
80

 原形にもどす。

短縮形は  doesn’t。

　動詞の原形とは，
  s，es  をつけない
もとの形のこと。

動詞の原形

make 「作る」
watch 「見る」
read 「読む」
write 「書く」
clean 「そうじする」
teach 「教える」
live 「住んでいる」

動詞の意味
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C 　疑問文

①　疑問文……主語が 3人称・単数の場合，一般動詞の疑問文は  does  を使って作る。

疑問文 ⇨ 〈Does＋主語＋動詞の原形〜 ?〉

答え方 ⇨ Yes, ～ does. / No, ～ does not〔doesn’t〕.

 He plays tennis.

Does  he play tennis ?

比較 　㋐　doを使う場合 → 主語が  I，you  または複数

　Do  you have a piano ?　 （あなたはピアノを持っていますか。）

㋑　doesを使う場合 → 主語が 3人称・単数

　Does  she have a piano ?　（彼女はピアノを持っていますか。）

②　疑問詞のある疑問文

⇨ 〈疑問詞＋does＋主語＋動詞の原形〜 ?〉

A :　What  does Yumi have in her hand ?

 （由美は手に何を持っていますか。）

B :　She has a book .

 （彼女は本を持っています。）

1 次の文を疑問文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　He reads many books.　→ 　　　　　　　 he 　　　　　　　 many books ?

　⑵　She lives in Chiba. → 　　　　　　　 she 　　　　　　　 in Chiba ?

　⑶　Tom has a bike. → 　　　　　　　 Tom 　　　　　　　 a bike ?

2 次の疑問文に（　）内の語を使って答えなさい。

　⑴　Does he watch TV ?　（Yes）  

　⑵　Does she like dogs ?　（No）  

　⑶　Does Ms. Smith teach music ?　（No）　 

Does Mika play tennis ?

─ Yes, she does.

 No, she does not〔doesn’t〕.

What does Ken watch on TV ?

─ He watches baseball games.

美香はテニスをしますか。

── はい，します。

 いいえ，しません。

健はテレビで何を見ますか。

── 彼は野球の試合を見ます。

81

82

 原形にもどす。

主語の前に  Does  をおく。

How many books does he have ?

(彼は本を何冊持っていますか。)

── He has twenty books.

 (彼は本を20冊持っています。)

How many ～ ? の文

92
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1 〈一般動詞（ ₃ 人称・単数）〉　絵を見て，「～は…します」という文を作るとき，　　に適
する語を書きなさい。

⑴

Emi play

⑵

She like

⑶

Bob study

⑷

He watch

　⑴　Emi 　　　　　　　 tennis. ⑵　She 　　　　　　　 music.

　⑶　Bob 　　　　　　　 Japanese. ⑷　He 　　　　　　　 TV.

2 〈一般動詞（ ₃人称・単数）〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。
　⑴　He 　　　　　　　 to school by bus.　（go）

　⑵　She 　　　　　　　 books every day.　（read）

　⑶　John 　　　　　　　 two sisters and one brother.　（have）

　⑷　Yuki 　　　　　　　 English.　（speak）

　⑸　Mr. Brown 　　　　　　　 P.E.　（teach）

　⑹　My sister 　　　　　　　 pictures.　（take）

　⑺　My uncle 　　　　　　　 in America.　（live）

3 〈s，es  の発音〉　次の語の下線部の発音が[s]ならア，[z]ならイ，[ɪz]ならウを書きなさい。
　⑴　cleans　〔　　　〕　　　⑵　helps 〔　　　〕　　　⑶　makes 〔　　　〕

　⑷　lives 〔　　　〕　　　⑸　knows　〔　　　〕　　　⑹　watches　〔　　　〕

4 〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえなさい。

　⑴　She likes dogs.　 

　⑵　He listens to music.

　　　 

　⑶　Ms. Smith speaks Japanese.

　　　 

　⑷　Ken has a guitar.

　　　 

□  by ～：～（交通手段）で　　□  uncle：おじ

93
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5 〈疑問文〉　次の文を疑問文に書きかえなさい。

　⑴　He plays tennis.

　　　 

　⑵　She watches TV every day.

　　　 

　⑶　Emi helps her mother.

　　　 

　⑷　Your father makes dinner.

　　　 

6 〈疑問文に対する答え方〉　次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　A : Does he like baseball ?

　　　B :　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.  He is a good baseball player.

　⑵　A :　Does she make breakfast every day ?

　　　B :　No, 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.

　⑶　A : Does Mr. White live in Japan ?

　　　B :　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

　⑷　A : Does Ms. Kato teach science ?

　　　B :　No, 　　　　　　　 　　　　　　　.　She 　　　　　　　 music.

　⑸　A : How many hats does your father have ?

　　　B :　　　　　　　　 　　　　　　　 five hats.

　⑹　A : What does Kumi study ?

　　　B :　She 　　　　　　　 math.

7 〈一般動詞の文〉　次の文の（　）内から適する語を選び，○でかこみなさい。
　⑴　Ms. Green （teach，teaches） English at school.

　⑵　Students （clean，cleans） their classroom.

　⑶　（Do，Does） you （like，likes） cats ?

　⑷　（Do，Does） your sister （have，has） any dolls ?

　⑸　We （do，does） not （play，plays） soccer.

　⑹　My mother （do，does） not （use，uses） this car.

□  dinner：夕食，ディナー　　□  breakfast：朝食　　□  at school：学校で　　□  doll：人形

94
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1 次の左の語と下線部の発音が同じものをア～エから選び，記号を○でかこみなさい。
　⑴　likes （ア　cleans イ　helps ウ　lives エ　opens）

　⑵　plays （ア　speaks イ　closes ウ　walks　　エ　knows）

　⑶　watches　（ア　teaches　　イ　makes　　ウ　goes エ　comes）

2 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。なおす必要がないものは
そのまま書きなさい。

　⑴　Your teacher 　　　　　　　 music very much.　（like）

　⑵　Yumi 　　　　　　　 to the park every day.　（go）

　⑶　He 　　　　　　　 in the library.　（study）

　⑷　I sometimes 　　　　　　　 Yumi.　（help）

　⑸　You 　　　　　　　 this room every day.　（use）

　⑹　Ken often 　　　　　　　 volleyball after school.　（play）

　⑺　Kumi and Yumi 　　　　　　　 in Tokyo.　（live）

3 絵を見て，次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　

Aki

　A : Does Aki have a dog ?

  　B :　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

　⑵　

Yuji

　A : Does Yuji have any pens in his hands ?

  　B :　　　　　　　　， 　　　　　　　 　　　　　　　.

　⑶　

Tom

　A : What does Tom do after dinner ?

  　B :　He 　　　　　　　 　　　　　　　.

　⑷　

Emi

　A : How many apples does Emi have ?

  　B :　She 　　　　　　　 　　　　　　　 apples.

□  walk：歩く，歩いて行く　　□  volleyball：バレーボール　　□  after：～のあとに

95
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4 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

　⑴　I live in Yokohama.　〔下線部を  My aunt  にかえた文に〕

 

　⑵　You have many friends.　〔下線部を  Koji  にかえた文に〕

 

　⑶　Yumi likes music very much.　〔疑問文に〕

 

　⑷　My father uses this computer.　〔否定文に〕

 

　⑸　She has a T-shirt in her hand.　〔下線部をたずねる文に〕

 

5 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。
　
⑴

She is a good tennis player.

　　　She 　　　　　　　 tennis 　　　　　　　.

　
⑵

Ms. White is an art teacher.

　　　Ms. White 　　　　　　　 art.

　
⑶

You and your brother like sports.

　　　You like sports.  Your brother 　　　　　　　 sports, too.

6 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　浩司は毎日，数学を勉強します。

Koji 　　　　　　　 　　　　　　　 every day.

　⑵　由美は自転車で学校へ行きます。

Yumi 　　　　　　　 　　　　　　　 school by bike.

　⑶　私の妹は牛乳があまり好きではありません。

My sister 　　　　　　　 　　　　　　　 milk very much.

　⑷　「トムは日本語を話しますか」　「いいえ，話しません」
　　　　　　　 Tom 　　　　　　　 Japanese ? ── No, he 　　　　　　　.

　⑸　「メグは本を読みますか」　「はい，読みます」
　　　　　　　 Meg 　　　　　　　 books ? ── Yes, she 　　　　　　　.

□  T-shirt：Ｔシャツ　　□  sport（s）：スポーツ
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7 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえて，全文を書きなさい。ただ
し，不要な語が 1語ずつ入っています。

　⑴　私の弟は新しい自転車を持っています。

（brother / have / bike / new / my / a / has / .）

 

　⑵　彼はじょうずに英語を話しません。

（not / well / he / English / speak / does / speaks / .）

 

　⑶　彼女は毎日，ピアノをひきますか。
（the / every / plays / she / does / piano / play） day ?

 

　⑷　ジェーンはテレビで何を見ますか。

（Jane / watch / what / on / does / do） TV ?

 

8 ナンシー（Nancy）のプロフィールを見て，次の対話が成り立つように，疑問文を作りな
さい。

　⑴　 

　　　── No, she doesn’t.  But she has two brothers.

　⑵　 

　　　── Yes, she does.  She plays basketball, too.

　⑶　 

　　　── She likes science.

9 次はメアリー（Mary）とジム（Jim）の対話です。これを読んで，あとの問いに答えなさい。

Mary :　Do you read books, Jim ?

Jim : Yes, I do.  I like books about sports.  Do you like sports, too ?

Mary :　 No, I don’t.  But I like books very much.  I read three books every 

week.

Jim : So many ?  That’s great !

問い　対話の内容と合うように，次の問いに 3語または 4語の英文で答えなさい。
　　　⑴　Does Jim read books ?  

　　　⑵　Does Mary like sports ?  

　　　⑶　How many books does Mary read every week ?

   

《プロフィール》

・家族：両親と兄が 2人

・部活：テニス

・好きな教科：理科

Nancy

5
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1 次の英文は，絵里（Eri）が今日の時間割を見ながら話しているものです。これを読んで，
あとの問いに答えなさい。

　I have （　①　） classes today.  In the morning, I have two 

P.E. classes.  ＊Before lunch, I study （　②　） and Japanese.  I 

have my favorite class after lunch.  The ＊last class is science 

and I like it, too.

　注　before：～の前に　　last：最後の

問 ₁  　①，②の（　）に適する語を書きなさい。①は数を表す語を書くこと。
　　①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　

問 ₂　絵里の好きな教科を 2つ，日本語で答えなさい。
　　　（　　　　　　）　（　　　　　　）

２ 次は，ベン（Ben）が友だちの真理（Mari）に写真を見せながら話しているところです。こ

れを読んで，あとの問いに答えなさい。

Ben :  Look at this picture.  It’s a picture 

of my friends.  I’m ＊at the front.

Mari :  I see.  Your tennis racket is nice, 

Ben.

Ben : Thanks, Mari.  It’s new.

Mari :  Oh, the boy ＊just behind you is 

Jim, right  ?

Ben : Yes, he is.  Do you know him  ?

Mari : Yes.  He lives near my house.

　注　at the front：前に　　just behind ～：～のちょうど後ろの

問 ₁　ベンは写真のどの少年ですか。ア～キから選び，記号で答えなさい。 〔　　　〕

問 ₂　写真について，次の問いに 4語以上の英文で答えなさい。
　　　What does Jim have in his hands  ?

　　　 

資料から情報を読み取る問題

学習のポイント 　表や絵・グラフなどを見ながら答える問題です。資料のどの部分について書かれてい
るのかを確認しながら，英文を読むことが大切です。

5

〈今日の時間割〉

1 体育

2 体育

3 数学

4 国語

昼休み

5 音楽

6 理科

ア

オ

イ

カ

ウ エ

キ

108
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３ 次は，理沙（Risa）とサム（Sam）がハンバーガーショップでメニュー（Menu）を見ながら

話しているところです。これを読んで，あとの問いに答えなさい。

Risa :  I want a chicken burger and an orange juice.  The ＊price is 450 yen.

Sam : I’m very （　①　）, so I want two hamburgers.

Risa : OK.  Let’s ＊order.  Oh, how about drinks, Sam  ?

Sam : I have 600 yen, so ＊I’ll have （　②　）.

　注　hamburger：ハンバーガー　　chicken burger：チキンバーガー

　　　cheeseburger：チーズバーガー　　French fries：フライドポテト　　drink：飲み物

　　　cola：コーラ　　price：値段　　order：注文する　　I’ll have ～.：私は～をもらいます。

問 ₁　メニューの    に適する数字を書きなさい。 （　　　　　　）

問 ₂　①の（　）に適する語をア～エから選び，記号で答えなさい。
　　ア　thirsty　　イ　sleepy　　ウ　hungry　　エ　tired 〔　　　〕

問 ₃　②の（　）に適する語を書きなさい。 　　　　　　　

４ 直樹（Naoki）は，自分のクラスであるアンケートをとりました。次の英文は，アンケー
トの結果をまとめたグラフ（graph）を見せながら，直樹が行った発表の一部です。これを
読んで，あとの問いに答えなさい。
　①（　　　） （　　　） brothers and sisters 

do you have  ?  This graph ＊shows the  

answer to this question.  Our class has 

forty students and （　②　）% of us don’t 

have any brothers or sisters.  Nineteen 

students have one brother or sister.  I 

have a brother and a sister.

　注　show：示す

問 ₁　下線部①の（　）に適する語を書きなさい。

　　　　　　　　　　 　　　　　　　 brothers and sisters do you have  ?

問 ₂　②の（　）に適する数字を書きなさい。 （　　　　　　）

問 ₃　直樹はグラフのア～エのどれに含まれますか。記号で答えなさい。 〔　　　〕

Menu

　FOOD   *DRINKS
　 *Hamburger 220 yen 　 *Cola 150 yen
　 *Chicken burger 250 yen 　   Tea 180 yen
　 *Cheeseburger 280 yen 　   Coffee 180 yen
　 *French fries 180 yen 　   Orange juice   yen

〈兄弟姉妹の数〉
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●英文はそれぞれ 2回繰
く

り返して読みます。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 絵と合う単語を選ぶ問題

　⑴ ⑵ ⑶ ⑷

　

　 ア　　イ　　ウ ア　　イ　　ウ ア　　イ　　ウ ア　　イ　　ウ

２ 絵についての質問を聞いて，適する答えを選ぶ問題

　⑴　  ⑵　

　　 ア　Yes, I am.  ア　Yes, it is.

　　 イ　No, I’m not.  イ　Yes, I am.

　　 ウ　Yes, you are.  ウ　Yes, this is.

　　 

　⑶　  ⑷　

　　 ア　That is an egg.  ア　Yes, it is.

　　 イ　It is an egg.  イ　He is Jun.

　　 ウ　No, it’s not.  ウ　She is Jun.

３ 英文とその内容についての質問を聞いて，適する答えを選ぶ問題

　⑴　ア　Yes, I am. イ　Yes, it is.

　　　ウ　Yes, he is. エ　Yes, she is.

　⑵　ア　Yes, he is. イ　No, he is not.

　　　ウ　Yes, she is.　　　エ　No, she is not.

Ken

198

文法範囲：単語，I am 〜. You are 〜. の文，This is 〜. What is 〜 ? の文 , He is 〜. Who is 〜 ? の文

リスニング問題１
リスニング問題音声TOPページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ss/E21/lis-top1E.html

 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
QRコードからも同じ音声が聞けます。

0198-0205_1_新中問2E_英語1年_標準編.indd   198 2020/09/24   14:14


