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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第1級
①　現在進行形の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　現在分詞(動詞のing形)の作り方 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　現在進行形の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　現在進行形の用法　否定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　現在進行形の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　現在進行形の用法　疑問詞のついた疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　現在進行形の応答文　１ [応答] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　現在進行形の応答文　２ [応答] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　現在形から現在進行形への書きかえ　肯定文 [文法] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　現在形から現在進行形への書きかえ　否定文 [文法] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　現在形から現在進行形への書きかえ　疑問文 [文法] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　疑問詞の用法　　　 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　疑問詞を伴う現在進行形とその応答 where・when [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　肯定文から否定文・疑問文への書きかえ [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　いろいろな疑問文とその応答　一般動詞を含む [応答] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。

Copyright (c) by Nakajima Taichiro  
First Edition 1989   Second Edition 2001 Third Edition 2009

【ご注意】当教材は個人使用に限り、コピーを許可しています。

塾や学校及びグループで使用される場合は、必ず当研究会の許可を得てください。

もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　１年1級で登場する単語 　

□□スケートする skate [スケイト]< skating 【副詞など】

□□泳ぐ swim [スゥィム] < swimming　 □□今 now  [ナウ]

□□結ぶ tie  [タイ]< tying　 □□家に home  [ホウム]

□□歩く walk  [ウォーク]< walking　

□□洗う wash [ワッシュ]< washing

□□(テレビを)見る watch [ワッチ]< watching  　

□□書く write [ライト]< writing

【動詞など】 【名詞など】

□□始まる begin [ビギン]< beginning　 □□ベンチ bench  [ベンチ]

□□掃除する clean [クりーン] <cleaning 　 □□イギリス England  [イングらンド]

□□来る come [カム]< coming  　 □□英語 English  [イングりッシュ]

□□料理する cook [クック]< cooking 　 □□顔 face  [フェィス]

□□踊る dance [ダンス]< dancing □□階・フロアー floor  [フろー]

□□死ぬ die [ダイ] < dying　 □□フットボール football  [フットボーる]

□□(宿題などを)するdo [ドゥー]< doing □□庭 garden  [ガーデン]

□□飲む drink [ドゥリンク]< drinking　 □□宿題 homework  [ホウムワ~ク]

□□運転する drive [ドゥライブ]< driving　 □□家 house  [ハウス]

□□行く go [ゴウ]< going 　 □□台所 kitchen  [キチン]

□□横たわる lie [らイ]< lying  □□サル(猿) monkey  [マンキ]

□□聞く listen [りスン]< listening 　 □□朝 morning  [モーニング]

□□住む live [りブ]< living  □□音楽 music  [ミュージック]

□□作る make  [メイク]< making　 □□夜 night  [ナイト]

□□開ける open [オウプン]<  opening　 □□昼 noon  [ヌーン]

□□遊ぶ play [プれイ]<  playing　 □□公園 park  [パーク]

□□読む read [リード]< reading □□池 pond  [パンド]

□□走る run [ラン]< running 　 □□部屋 room  [ル(ー)ム]

□□歌う sing [スィング]< singing □□理科 science  [サイエンス]

□□すわる sit [スィット]< sitting  　 □□歌 song  [ソーング]

□□眠る sleep [スりープ]< sleeping  　 □□夏 summer  [さマ]

□□話す speak [スピーク]<  speaking　 □□列車 train  [トゥレイン]

□□立つ stand [スタぁンド]< standing □□動物園 zoo  [ズー]

□□勉強する study [スタディ]<  studying　
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課題　現在進行形の用法                                                    学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第１級 ①

Happy

Crying

Running fast

　スィー　イズ　ランニング　　　　ファースト

【基本文】  She is running fast.
彼女は速く走っています

[１]　現在進行形の表現
「(今)~している」と現在の動作の進行をあらわす場合には現在進行形をつかいます。下の

イラストを見て、彼女が一生懸命に走っているようすを思い浮かべてください。

(参考)下の２つの文の意味をくらべてください。

(1) She runs fast.
彼女は(ふだん)速く走ります。

(2) She is running fast.
彼女は速く走っています。

[Ⅱ]　現在進行形のしくみ
現在進行形は、<~は　ドンナだ文>とおなじしくみです。

ここでも、次の２つの文をくらべてください。

(1) She is happy.
彼女は存在する　幸せで

彼女は幸せです

(2) She is crying.
彼女は存在する　泣きながら

彼女は泣いています

I am   私はいる We are 私たちはいる

You are あなたはいる She is 彼女はいる

He is 彼はいる They are 彼らはいる

※以上のフレーズに、cryingをつけて表現してください。
みんな泣いています。

(1)は現在形の文で、「ふだんそうしている」などと、現在の事実や習慣をあらわします。
一方、(2)の文は、「今~している」と現在の動作の進行をあらわします。

動詞のing形は、「~しながら」の意味になり、形容詞と同じように
さまざまな「存在」をかざります。ただ、ing形は元が動詞なので

動的な意味をあらわすことができます。



[Ⅳ] 　「~していますか?」と聞く表現　現在進行形の疑問文

「~していますか?」という表現、つぎのようなことばを̃ing形動詞フレーズの前に置きます。

Are you あなたは~いるか?

Is he 彼は~いるか?

Is she 彼女は~いるか?

Are they 彼らは~いるか?
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[英文の生産]

Speaking English He is speaking English.
英語を話しながら  ---> 彼は英語を話しています

(参考)動詞がing形になっている動詞フレーズを、̃ing形動詞フレーズと呼びます。
̃ing形動詞フレーズはそのままで意味をあらわします。

[Ⅲ]　「~していない」の表現　現在進行形の否定文
「~していない」という表現、つぎのようなフレーズを̃ing形動詞フレーズの前に置いて

作ります。

I am not   私は~ない We are not 私たちはで~ない

You are not あなたは~ない You are not あなた方は~ない

He is not 彼は~ない They are not 彼らは~ない

She is not 彼女は~ない

※、短縮形は、I'm notやWe aren't、He isn'tなどとなります。

[英文の生産]

Speaking English She is not speaking English.
英語を話しながら ---> 彼女は英語を話していません

[英文の生産]

Taking a walk? Is he taking a walk?
散歩をしながらか?   --> 彼は散歩をしているのですか?

[Ⅴ] 　「~していますか?」の応答表現

Are you speaking English?
あなたは英語を話しているのですか?

Yes, I am.    No, I am not.
はい、話しています いいえ、話していません

※、「あなたは~な存在か?」と聞かれたら、「私は~な存在だ」と答えます。



be動詞(am, are, is)は、主語の「存在」をあらわし、その主語を̃ing形動詞フレーズで形容詞の

ように補って説明するのが、現在進行形です。

Taking a walk?
散歩してるの?

Is your father taking a walk?
お父さんって、散歩してるの?

No, he isn't. (He is always) looking at a pretty girl.
いいえ、ちがうよ (いつも)かわいい女の子ばかり見ているんだよ
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課題　動詞の̃ing形の作り方             　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第１級 ②

I am happy.
私は幸せです

I am running.
私は走っています

She runs every day.
彼女は毎日、走ります

She is running.
彼女は走っています

Running

RunningHappy
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tie→tying
lie→lying
die→dying

cut→cutting
sit→sitting
shut→shutting

run→running
swim→swimming
begin→beginning

come→coming
take→taking
drive→driving

make→making
write→writing
dance→dancing

help→helping
watch→watching
keep→keeping

play→playing
read→reading
eat→eating

ing形となると、「~しながら」の意味となる

④　語尾がieのときは、ieをyに
かえてingをつける

③　語尾が「(短母音+子音字」の
ときは、子音字をかさねて
ingをつける

②　語尾がeのときは、eをとって
ingをつける

①　ふつうは語尾にingをつける

作り方のルール

現在分詞(動詞のing形)の作り方

̃ing形動詞フレーズとしておぼえよう!

テレビを見ながら

車を運転しながらdrivingacardriveacar

washherface 顔を洗いながらwashingherface

ここに来ながらcomingherecomehere

私を見ながらlookingatmelookatme

朝食を食べながらeatingbreakfasteatbreakfast

学校に行きながら

一生懸命に働きながら

プールで泳ぎながら

英語を勉強しながら

速く走りながら

ケーキを作りながら

意　　味

goingtoschoolgotoschool

workinghardworkhard

watchingtelevisionwatchtelevision

swimminginthepoolswiminthepool

studyingEnglishstudyEnglish

runningfastrunfast

makingacakemakeacake

̃ing形動詞フレーズ原形動詞フレーズ
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課題　現在進行形の用法　肯定形  　　　　　　　　       学習日__月___日

 評価　A・B・C語　　順　　問　　題１年・第１級 ③

例. 　私は走っています。
<~は　ドンナだ文>

①  私は　~いる ⇨   I am                          
②走りながら ⇨   running                   

(完成文)   I am running.                                                     

1. 　あなたは遊んでいます。
<~は　ドンナだ文>

①  あなたは　~いる ⇨                                      
②  遊びながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

2. 　マイク(Mike)は本を読んでいます。
<~は　ドンナだ文>

①  マイクは　~いる ⇨                                      
②  本を読みながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

3. 　彼は英語を勉強しています。
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~いる ⇨                                      
②  英語を勉強しながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

4. 　彼女は今、泳いでいます。
<~は　ドンナだ文>

①  彼女は　~いる ⇨                                      
②  泳ぎながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

5. 　私たちはその車(単)を洗っています。
<~は　ドンナだ文>

①  私たちは　~いる ⇨                                      
②  その車を洗いながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        
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6. 　あなたのお母さんはケーキ(複)を作っています。
<~は　ドンナだ文>

①  あなたのお母さんは　~いる ⇨                                      
②  ケーキを作りながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

MEMO

7. 　私の弟は自分の名前を書いています。
<~は　ドンナだ文>

①  私の弟は　~いる ⇨                                      
②  彼の名前を書きながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

8. 　私はここにすわっています。
<~は　ドンナだ文>

①  私は　~いる ⇨                                      
②  ここにすわりながら ⇨                                            

(完成文)                                                                         

9. 　彼らは今、音楽を聞いています。
<~は　ドンナだ文>

①  彼らは　~いる ⇨                                      
②  音楽を聞きながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        

10.　トム(Tom)のお父さんはテレビを見ています。
<~は　ドンナだ文>

①  トムのお父さんは　~いる ⇨                                      
②  テレビを見ながら ⇨                                            

(完成文)                                                                       

11.　彼は家に帰るところです。
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~いる ⇨                                      
②  家に帰りながら ⇨                                            

(完成文)                                                                        
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課題　現在進行形の用法　否定形  　　　　　　　　       学習日__月___日

 評価　A・B・C語　　順　　問　　題１年・第１級 ④

例.  　私は走っていません。
<~は　ドンナだ文>

①  私は　~ではない ⇨   I am                      
②走りながら ⇨   not running        

(完成文)   I am not running.                                              

1. 　あなたは今、勉強していません。　　※以下は短縮形で
<~は　ドンナだ文>

①  あなたは　~ではない ⇨                                    
②  勉強しながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

2.　マイク(Mike)は本を読んでいません。
<~は　ドンナだ文>

①  マイクは　~ではない ⇨                                    
②  本を読みながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

3. 　彼は英語を勉強していません。
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~ではない ⇨                                    
②  英語を勉強しながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

4. 　彼女は今、泳いでいません。
<~は　ドンナだ文>

①  彼女は　~ではない ⇨                                    
②  泳ぎながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

5. 　私たちはその車(単)を洗っていません。
<~は　ドンナだ文>

①  私たちは　~ではない ⇨                                    
②  その車を洗いながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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6. 　あなたのお母さんはケーキ(複)を作っていません。
<~は　ドンナだ文>

①  あなたのお母さんは　~ではない ⇨                                    
②  ケーキを作りながら ⇨                                         　　    

(完成文)                                                                        

MEMO

7. 　私の弟はここで遊んでいません。
<~は　ドンナだ文>

①  私の弟は　~ではない ⇨                                    
②  ここで遊びながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

8. 　私は眠っていません。
<~は　ドンナだ文>

①  私は　~ではない ⇨                                    
②  眠りながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

9. 　彼らは今、音楽を聞いていません。
<~は　ドンナだ文>

①  彼らは　~ではない ⇨                                    
②  音楽を聞きながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

10.　トム(Tom)のお父さんはテニスをしていません。
<~は　ドンナだ文>

①  トムのお父さんは　~ではない ⇨                                    
②  テニスをしながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        

11.　彼は家に帰るところではありません。　
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~ではない ⇨                                    
②  家に帰りながら ⇨                                        　　    

(完成文)                                                                        
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課題　現在進行形の用法　疑問形  　　　　　　　　       学習日__月___日

 評価　A・B・C語　　順　　問　　題１年・第１級 ⑤

例.  　あなたは眠っているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  あなたは　~いるか? ⇨   Are you                   
②眠りながら ⇨   sleeping                  

(完成文)   Are you sleeping?                                          

1. 　あなたは今、勉強しているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  あなたは　~いるか? ⇨                                    
②  勉強しながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

2. 　マイク(Mike)は本を読んでいるのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  マイクは　~いるか? ⇨                                    
②  本を読みながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

3. 　彼は今、英語を勉強していますか?
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~いるか? ⇨                                    
②  英語を勉強しながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

4. 　彼女は今、走っていますか?
<~は　ドンナだ文>

①  彼女は　~いるか? ⇨                                    
②  走りながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

5. 　あなたがたはその部屋のそうじをしているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  あなたがたは　~いるか? ⇨                                    
②  その部屋をそうじしながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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6. 　あなたのお母さんはケーキ(複)を作っていますか?
<~は　ドンナだ文>

①  あなたのお母さんは　~いるか? ⇨                                    
②  ケーキを作りながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

MEMO

7. 　あなたの弟さんは今、歩いていますか?
<~は　ドンナだ文>

①  あなたの弟さんは　~いるか? ⇨                                    
②  歩きながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

8. 　彼はその公園を歩いて行こうとしているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~いるか? ⇨                                    
②  その公園に歩いて行きながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

9. 　彼らは今、テレビを見ていますか?
<~は　ドンナだ文>

①  彼らは　~いるか? ⇨                                    
②  テレビを見ながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

10.　そのさるは顔を洗っていますか?
<~は　ドンナだ文>

①  そのさるは　~いるか? ⇨                                    
②  顔を洗いながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

11.　彼は学校へ行こうとしているのですか?　
<~は　ドンナだ文>

①  彼は　~いるか? ⇨                                    
②  学校へ行きながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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課題　現在進行形の用法　疑問詞のついた疑問形　　　  学習日__月___日

 評価　A・B・C語　　順　　問　　題１年・第１級 ⑥

例. 　あなたは何をしているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  何を? ⇨   What                              
②あなたは　しているか? ⇨   are you doing              

(完成文)   What are you doing?                                       

1.　あなたはどこで遊んでいるのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  どこで? ⇨                                    
②  あなたは遊んでいるのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

2. 　マイク(Mike)は何をしているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  何を? ⇨                                    
②  マイクは　しているのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

3.　彼はどこで走っているのですか?　
<~は　ドンナだ文>

①  どこで? ⇨                                    
②  彼は走っているのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

4. 　彼女はどこに行こうとしているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  どこに? ⇨                                    
②  彼女は行こうとしているのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

5. 　だれがその車(単)を洗っているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  だれが　いるか? ⇨                                    
②  その車を洗いながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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6.　彼らは何を作っているのですか?　
<~は　ドンナだ文>

①  何を? ⇨                                    
②  彼らは作っているのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

MEMO

7. 　あなたは何を読んでいるのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  何を? ⇨                                    
②  あなたは読んでいるのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

8. 　彼女はどこにすわっているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  どこに? ⇨                                    
②  彼女はすわっているのか? ⇨                                         

(完成文)                                                                        

9. 　だれがその歌を歌っているのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  だれが　いるか? ⇨                                    
②  その歌を歌いながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

10.　だれがピアノをひいてるのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  だれが　いるか? ⇨                                    
②  ピアノをひきながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        

11.　だれがプールで泳いでいるのですか?
<~は　ドンナだ文>

①  だれが　いるか? ⇨                                    
②  プールで泳ぎながら ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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課題　現在進行形の文の応答　　　　　　　　   　　　  学習日__月___日

 評価　A・B・C応　　答　　問　　題１年・第１級 ⑦

例. 　Q: あなたは料理をしているのですか?

Are you cooking?
A:  はい、しています。

⇨  Yes, I am.                                                    
A: 私は今、料理をしています。

⇨    I am cooking now.                                    

1.  　Q: トムはピアノをひいていますか?

Is Tom playing the piano?
A:  いいえ、ひいていません。

⇨                                                                          
A: 彼はピアノをひいていません。

⇨                                                                          
2.  　Q: あなたがたはテレビを見ているのですか?

Are you watching TV?
A:  はい、見ています。

⇨                                                                          
A: 私たちはテレビを見ています。

⇨                                                                          

3.  　Q: ジェーンはケーキを作っているのすか?

Is Jane making cakes?
A:  はい、作っています。

⇨                                                                          
A: 彼女はそれらを作っているところです。

⇨                                                                          

4.  　Q: あなたは何をしているのですか?

What are you doing?
A:  私は英語を勉強しています。

⇨ 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MEMO

代名詞で答えることに注意してください。

5. 　Q: ビルはどこで遊んでいるのですか?

Where is Bill playing?
A:  彼は庭で遊んでいます。

⇨                                                                          
A: 彼は友だち(単)と遊んでいます。

⇨                                                                          

6.  　Q: あなたの弟さんたちは今、泳いでいるのですか?

Are your brothers swimming now?
A:  いいえ、泳いでいません。

⇨                                                                          
A: 彼らは野球をしています。

⇨                                                                          

7.  　Q: あなたがとマイクは英語を話しているのですか?

Are you and Mike speaking English?
A:  いいえ、話していません。

⇨                                                                          
A: 私たちはフランス語を話しています。

⇨                                                                          

8.  　Q: あの男の人は歌を歌っているのすか?

Is that man singing a song?
A:  いいえ、そうではありません。

⇨                                                                          
A: 彼は本を読んでいます。

⇨                                                                          

9.  　Q: あなたの弟さんは何をしているのですか?

What is your brother doing?
A:  彼は宿題をしています。

⇨ 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課題　現在進行形の文の応答　　　　　　　　   　　　  学習日__月___日

 評価　A・B・C応　　答　　問　　題１年・第１級 ⑧

◇ 　次の問いに英語で答えなさい。

例.  Are you studying English? 

➡ Yes,      I am.                         ➡ No,      I'm not.                    

1.  Is he playing baseball?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

2.  Is Tom playing the piano?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

3.  Are they going home?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

4.  Is their dog running in the park?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

5.  Are they eating lunch?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

6.  Are Tom and Bill washing the car?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

7.  Is Mother swimming there?

➡ Yes,                                          ➡ No, 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MEMO

代名詞で答えることに注意してください。

例.  Is he speaking English? 

➡ Yes,      he is.                                     

➡     He is speaking English.               

8.  Is your dog running fast?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

9.  Are you and Tom skating now?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

10.  Is their cat walking slowly?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

11.  Are Tom and Ben speaking English?

➡ Yes,                                         

➡  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課題　現在形から現在進行形への書きかえ　肯定形　     学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第１級 ⑨

◇ 　次の各文を現在進行形に書きかえなさい。

例.I walk.

⇨   I am walking.                  　          　　　           

1.He runs fast.

⇨                                         　　           　　　           

2.You sing with them.

⇨                                         　　           　　　           

3.She reads a book.

⇨                                         　　           　　　           

4.Tom swims in the pool.

⇨                                         　　           　　　           

5.They dance with their friends.

⇨                                         　　           　　　           

6.The girls sit on the bench.

⇨                                         　　           　　　           

7.Tom plays the guitar.

⇨                                         　　           　　　           

8.Tom and Jiro open the window.

⇨  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9.Nancy comes up to me.

⇨                                         　　           　　　           

10.My sister goes to school.

⇨                                         　　           　　　           

11.Your brother makes a doll.

⇨                                         　　           　　　           

12.We walk fast.

⇨                                         　　           　　　           

13.He drinks wine.

⇨                                         　　           　　　           

14.She swims in the river.

⇨                                         　　           　　　           

15.They sing well.

⇨                                         　　           　　　           

16.The man speaks French.

⇨  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課題　現在形から現在進行形への書きかえ　否定形　     学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第１級 ⑩

◇ 　次の各文を現在進行形に書きかえなさい。

例.I don't walk.

⇨   I am not walking.                          　　　           

1.He doesn't run fast.

⇨                                         　　           　　　           

2.You don't sing with them.

⇨                                         　　           　　　           

3.She doesn't read a book.

⇨                                         　　           　　　           

4.Tom doesn't swim in the pool.

⇨                                         　　           　　　           

5.They don't dance together.

⇨                                         　　           　　　           

6.The girls don't sit there.

⇨                                         　　           　　　           

7.Tom doesn't play the guitar.

⇨                                         　　           　　　           

8.We don't open the window.

⇨  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9.Nancy doesn't come up to me.

⇨                                         　　           　　　           

10.My sister doesn't go to school.

⇨                                         　　           　　　           

11.Your brother doesn't make a doll.

⇨                                         　　           　　　           

12.We don't walk fast.

⇨                                         　　           　　　           

13.I don't drink wine.

⇨                                         　　           　　　           

14.She doesn't skate here.

⇨                                         　　           　　　           

15.They don't sing well.

⇨                                         　　           　　　           

16.The man doesn't speak French.

⇨  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課題　現在形から現在進行形への書きかえ　疑問形　     学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第１級 ⑪

◇ 　次の各文を現在進行形に書きかえなさい。

例.Do you study English?

⇨   Are you studying English?                　          

1.Does he run fast?

⇨                                         　　           　　　           

2.Do you sing with them?

⇨                                         　　           　　　           

3.Does she read a book?

⇨                                         　　           　　　           

4.Does Tom swim in the pool?

⇨                                         　　           　　　           

5.Do they dance with their friends?

⇨                                         　　           　　　           

6.Do the girls sit on the bench?

⇨                                         　　           　　　           

7.Does Tom play the guitar?

⇨                                         　　           　　　           

8.Do Tom and Jiro open the window?

⇨                                         　　           　　　           



「コミニカ中学英語基礎編」　中１配当　　　

-24-

MEMO

9.Does Nancy come up to me?

⇨                                         　　           　　　           

10.Where does your sister play?

⇨                                         　　           　　　           

11.What do you do?

⇨                                         　　           　　　           

12.What does she do?

⇨                                         　　           　　　           

13.Where does Tom swim?

⇨                                         　　           　　　           

14.What do they make?

⇨                                         　　           　　　           

15.Who sings well?

⇨                                         　　           　　　           

16.Who speaks French well?

⇨  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課題　疑問詞の用法　who, what, how, where, when     学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第１級 ⑫

◇ 　下線部を適当な疑問詞にかえて、疑問文を作りなさい。

例.Tom goes to school.

⇨   Who goes to school?                          　          

1.Tom is going to the park.

⇨                                         　　           　　　           

2.Nancy eats lunch at school.

⇨                                         　　           　　　           

3.Nancy is eating lunch at school.

⇨                                         　　           　　　           

4.Nancy eats lunch at school.

⇨                                         　　           　　　           

5.Tom studies science.

⇨                                         　　           　　　           

6.They go to school by bus.

⇨                                         　　           　　　           

7.Tom plays tennis after school.

⇨                                         　　           　　　           

8.She has three books.

⇨  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9.He lives in Osaka.

⇨                                         　　           　　　           

10.Nancy is reading a story book.

⇨                                         　　           　　　           

11.Nancy is reading a story book.

⇨                                         　　           　　　           

12.Nancy is playing tennis.

⇨                                         　　           　　　           

13.Tom opens the window.

⇨                                         　　           　　　           

14.Tom is opening the window.

⇨                                         　　           　　　           

15.Tom opens the window every day.

⇨                                         　　           　　　           

16.Three boys are running.

⇨                                         　　           　　　           

17.They can go there by train.

⇨                                         　　           　　　           

18.He is swimming in the pond.

⇨                                         　　           　　　           

19.Tom can run fast.

⇨  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課題　疑問詞のある疑問文とその応答　where, when     学習日__月___日

 評価　A・B・C応　　答　　問　　題１年・第１級 ⑬

◇ 　次の文に、(    )の条件で答えなさい。

例.When do you ski?   (冬にします)

⇨   We ski in winter.            　          　　　           

1.When do they swim?   (夏に泳ぎます)

⇨                                         　　           　　　           

2.When do you play tennis?  (午前中にします)

⇨                                         　　           　　　           

3.When do you have lunch?  (昼に食べます)

⇨                                         　　           　　　           

4.Where do you live?   (カナダです)  

⇨                                         　　           　　　           

5.Where is your brother playing?    (その公園です)

⇨                                         　　           　　　           

6.Where is your bicycle?   (その窓のそばにあります)

⇨                                         　　           　　　           

7.Where is the music room?   (１階にあります)

⇨                                         　　           　　　           

8.Where do they go?  (その動物園に行きます)

⇨  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9Where is Tom doing?   (学校に行くところです)

⇨                                         　　           　　　           

10.Where is your father?  (庭にいます)

⇨                                         　　           　　　           

11.Where is Lucy singing?  (台所で歌っています)

⇨                                         　　           　　　           

12.Where is she?   (家です)  

⇨                                         　　           　　　           

13.Where does your uncle live?    (イングランドに住んでいます)

⇨                                         　　           　　　           

14.When does your school begin?   (４月に始まります)

⇨                                         　　           　　　           

15.When do you study English?   (夜です)

⇨  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課題　肯定形から否定形、疑問形への書きかえ　一般動詞を含む   学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第１級 ⑭

◇ 　次の各文を否定文に書きかえなさい。

例.I am studying English.

⇨   I'm not studying English.                   　          

1.You are studying English.

⇨                                         　　           　　　           

2.He is studying English.

⇨                                         　　           　　　           

3.We play football.

⇨                                         　　           　　　           

4.Tom plays tennis every day.

⇨                                         　　           　　　           

5.We are playing the piano.

⇨                                         　　           　　　           

6.They are running in the park.

⇨                                         　　           　　　           

7.My brother goes to school.

⇨  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◇ 　次の各文を疑問文に書きかえなさい。

例.You are watching TV.

⇨   Are you watching TV?                       　          

1.You are playing baseball.

⇨                                         　　           　　　           

2.He plays tennis.

⇨                                         　　           　　　           

3.She is playing the piano.

⇨                                         　　           　　　           

4.They like apples very much.

⇨                                         　　           　　　           

5.Your father likes music.

⇨                                         　　           　　　           

6.Taro and Jiro like math very much.

⇨                                         　　           　　　           

7.Their sister is going to school.

⇨  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課題　疑問文とその応答　現在進行形　一般動詞を含む               学習日__月___日

 評価　A・B・C応　　答　　問　　題１年・第１級 ⑮

◇ 　次の問いに英語で答えなさい。

例.  Do you know me? 

➡ Yes,      I do.                         ➡ No,      I don't.                      

1.  Does he know me?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

2.  Are they playing tennis?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

3.  Do you go there?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

4.  Is your sister coming home?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

5.  Are  your brothers playing tennis?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

6.  Are they helping your mother?

➡ Yes,                                          ➡ No,                                           

7.  Is the dog running fast?

➡ Yes,                                          ➡ No, 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例.  Do you know me? 

➡ Yes,      we do.                                     

➡     We know you.                                   

8.  Does Tom play baseball?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

9.  Is your sister studying French?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

10.  Are his brothers swimming there?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

11.  Are those girls watching television?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  

12.  Are Tom and Jim watching television?

➡ Yes,                                         

➡                                                                                                  


