
疑問文・否定文（三人称単数１）No.1

【１】日本語の意味に合うように、（ ）内に適語を

入れなさい。

1)僕はギターを弾きます。

I ( ) the guitar.

2)私達は日本語を話します。

We ( ) Japanese.

3)あなたたちは英語を勉強しますか。

( ) you ( ) English?

4)私はリンゴが好きではありません。

I ( )( ) apples.

5)あれらの少年達は野球を練習します。

( ) boys ( ) baseball.

6)あなたはバスケットボールが好きですか。はい、好

きです。

( ) you ( ) basketball? Yes, ( )( ).

7)彼は新しい車を持っています。

He ( ) a new car.

8)あなたの兄さんはサッカーを楽しみますか。いいえ、

楽しみません。

( ) your brother ( ) soccer? No, ( )( ).

9)私の姉は英語を勉強しません。

My sister ( )( ) English.

10)彼らは英語を話しません。

They ( )( ) English.

【２】次の各文を疑問文にして、Yes と No で答え、

それぞれの文を日本語に訳しなさい。

1)You clean your room.

2)Your mother cooks breakfast.

3)Nancy’s sister watches TV every day.
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【１】

1)play

2)speak

3)Do / study

4)don’t like

5)Those / practice

6)Do / like / I do

7)has（主語が三人称単数だと have は has になること

に注意）

8)Does / enjoy / he doesn’t（主語が三人称単数の場合

の一般動詞の疑問文には Do の代わりに Does が使

われることに注意）

9)doesn’t study（主語が三人称単数の場合の一般動詞

の否定文には don’t の代わりに doesn’t が使われるこ

とに注意）

10)don’t speak

【２】

1)Do you clean your room? Yes, I do. No, I don’t. あ

なたはあなたの部屋を掃除しますか。はい、します。

いいえ、しません。

2)Does your mother cook breakfast? Yes, she does. No,

she doesn’t. あなたのお母さんは朝食を料理します

か。はい、します。いいえ、しません。

3)Does Nancy’s sister watch TV every day? Yes, she

does. No, she doesn’t. ナンシーの姉さんは毎日テ

レビを見ますか。はい、見ます。いいえ、見ません。



疑問文・否定文（三人称単数１）No.2

4)These boys know your brother.

5)This girl washes the box.

【３】次の各文を否定文にして、更にその否定文を日

本語に訳しなさい。

1)We practice soccer after school.（after school「放課

後」）

2)John likes dogs.

3)My brother watches TV after dinner.（after dinner「夕

食後」）

4)Those girls clean this classroom.

5)Your mother cooks breakfast on Sunday.（on Sunday「日

曜日には」）
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4)Do these boys know your brother? Yes, they do. No,

they don’t. これらの少年達はあなたの兄さんを知

っていますか。はい、知っています。いいえ、知り

ません。

5)Does this girl wash the box? Yes, she does. No, she

doesn’t. この女の子はその箱を洗いますか。はい、

洗います。いいえ、洗いません。

【３】

1)We don’t practice soccer after school. 私達は放課後

サッカーを練習しません。

2)John doesn’t like dogs. ジョンは犬が好きではあり

ません。

3)My brother doesn’t watch TV after dinner. 私の兄は

夕食後テレビを見ません。

4)Those girls don’t clean this classroom. あれらの少女

達はこの教室を掃除しません。

5)Your mother doesn’t cook breakfast on Sunday. あな

たのお母さんは日曜日には朝ご飯を料理しません。


