
一般動詞の復習2 No.1

【 （ ）内の動詞を正しい形に変えて、全文を日1】

本語にしなさい。但し、動詞の形を変える必要のな

いときはそのままにすること。

My father work .① ( )

We like English.② ( )

Tom and Emi walk .③ ( )

My parents like cats.④ ( )

Ms. Ando like oranges.⑤ ( )

People work .⑥ ( )

Emi, Ann and Rie sleep .⑦ ( )

Our teacher like watches.⑧ ( )

His children cry .⑨ ( )

Tom and I like music.⑩ ( )

【 】各文を否定文にして、その否定文を日本語にし2

なさい。

He likes people.①

They like children.②

Tom likes bananas.③

My mother likes pictures.④

We like computer games.⑤

Kenta jogs.⑥

My dog goes.⑦

My friends cry.⑧

My father works.⑨

My parents dance.⑩

【 】各文を疑問文にし、その疑問文を日本語にしな3

さい。

一般動詞の復習2 No.1

【 】1

① 私の父は働きます （主語が三人称単数だworks 。

から一般動詞に がつく ）s 。

② 私たちは英語が好きです。like

③ トムとエミは歩きます。walk

④ 私の両親は猫が好きです。like

⑤ 安藤さんはみかんが好きです （主語が三人likes 。

称単数だから一般動詞に がつく ）s 。

⑥ 人々は働きます。work

⑦ エミとアンと理恵は眠ります。sleep

⑧ 私たちの先生は時計が好きです （主語が三likes 。

人称単数だから一般動詞に がつく ）s 。

⑨ 彼の子供たちは泣く。cry

⑩ トムと私は音楽が好きです。like

【 】2

① 彼は人々が好きではない。He doesn't like people.

（主語が三人称単数だと、一般動詞は で否定doesn't

する ）。

② 彼らは子供たちが好きでThey don't like children.

はない （主語が三人称単数でなければ、一般動詞。

は で否定する ）don't 。

③ トムはバナナが好きではTom doesn't like bananas.

ない。

④ 私の母は絵が好きMy mother doesn't like pictures.

ではありません。

⑤ 私たちはコンピューWe don't like computer games.

ターゲームが好きではありません。

⑥ 健太はジョギングをしません。Kenta doesn't jog.

⑦ 私の犬は行きません。My dog doesn't go.

⑧ 私の友人たちは泣きません。My friends don't cry.

⑨ 私の父は働きません。My father doesn't work.

⑩ 私の両親は踊りません。My parents don't dance.

【 】3



一般動詞の復習2 No.2

My sister likes French fries.①

They like comic books.②

She likes movies.③

Tom likes basketball.④

We like music.⑤

My mother works.⑥

Emi cries.⑦

The lion runs.⑧

Tom and Kenta walk.⑨

My parents dance.⑩

【 】次の各文の主語を代名詞に変えた否定文をつく4

り、その否定文を日本語にしなさい。

Ms. Brown likes sumo.①

Mr. Thomas is tall and big.②

Tom and you are students.③

Masao, Kenji and Toshio like basketball.④

Ms. Kate Johnson is an American teacher.⑤

Andy likes hamburgers.⑥

My parents like shopping.⑦

My father likes golf.⑧

My mother is pretty.⑨

My sisters like ice cream.⑩

一般動詞の復習2 No.2

① あなたの姉はフDoes your sister like French fries?

レンチフライが好きですか （主語が三人称単数の。

一般動詞の文は を使って疑問文にする。そのDoes

際、一般動詞の はなくなる。)s

② 彼らはマンガ本が好きDo they like comic books?

ですか （主語が三人称単数でなければ、一般動詞。

の文は を使って疑問文にする ）Do 。

③ 彼女は映画が好きですか。Does she like movies?

④ トムはバスケットボールDoes Tom like basketball?

が好きですか。

⑤ あなたたちは音楽が好きですDo you like music?

か。

⑥ あなたのお母さんは働きDoes your mother work?

ますか。

⑦ エミは泣きますか。Does Emi cry?

⑧ そのライオンは走りますか。Does the lion run?

⑨ トムと健太は歩きますDo Tom and Kenta walk?

か。

⑩ あなたの両親は踊りますDo your parents dance?

か。

【 】4

。① 彼女は相撲が好きじゃないShe doesn't like sumo.

② 彼は背が高くて大きくはなHe is not tall and big.

い。

③ あなたたちは生徒ではない。You aren't students.

④ 彼らはバスケットボールThey don't like basketball.

が好きではない。

⑤ 彼女はアメリカ人のShe isn't an American teacher.

先生ではない。

⑥ 彼はハンバーガーが好He doesn't like hamburgers.

きではない。

⑦ 彼らは買い物が好きではThey don't like shopping.

ない。

⑧ 彼はゴルフが好きじゃない。He doesn't like golf.

⑨ 彼女は可愛くない。She isn't pretty.

⑩ 彼らはアイスクリームがThey don't like ice cream.

好きじゃない。




