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第 0回 New Horizon 中 1 文法の復習 

＜1. be 動詞の文（現在形）＞ 
a. be 動詞は、一般動詞（「飲む」「歩く」など動作を表す単語）がない文で使われる。 
b. be 動詞（現在形）には、am / is / are がある。主語と be 動詞を短縮することもできる。 

＜例＞ I am (I’m) a teacher.          （私は先生です）        
He is (He’s) tall.             （彼は背が高いです） 
They are (They’re) my parents. （彼らは私の両親です） 

c. 否定文は、be 動詞の後に not を足す（be 動詞が is / are の場合は、isn’t / aren’t もよく使わ

れる）”。 
＜例＞ I am not a teacher.     （私は先生ではありません） 
       She is not (isn’t) busy.  （彼女は忙しくないです） 

d. 疑問文は、be 動詞を文頭に持ってくる。答えるときは、基本的に“Yes, 代名詞 + be 動詞” 
か“No, 代名詞 + be 動詞 not. （be 動詞が is / are の場合は、isn’t / aren’t がよく使われ

る）”となる。 
＜例＞ Is he tall? – Yes, he is. / No, he isn’t (is not).  

（彼は背が高いですか – はい、そうです。/ いいえ、違います） 
e. what などの疑問詞がつく場合は、基本的に疑問文の先頭につく。 

＜例＞ What is it? （それは何ですか） 
         Where are you from? （あなたはどこ出身ですか） 

 
＜2. 一般動詞の文（現在形）＞ 

a. 「飲む」「歩く」といった一般動詞が入る文。 
b. 主語が I / you / we/ they の時と he / she / it の時で動詞の形が変わるので注意（主語が he / she 

/ it の場合は、一般動詞の後に s / es がつく。ただし、例外として have は、has となる）。 
＜例＞ I like soccer.   （私はサッカーが好きです） 

He likes soccer. （彼はサッカーが好きです） 
               We teach English. （私たちは英語を教えます） 
               She teaches English. （彼女は英語を教えます） 
               I have a red pen.    （私は、赤いペンを持っています） 
               Ken has a red pen.   （ケンは赤いペンを持っています） 

c. 主語が I / you / we / they の時の否定文は、“主語 + do not (don’t) + 一般動詞（+ ~).”となり、

疑問文は“Do + 主語 + 一般動詞（+ ~)?”となり、Yes, 主語 do. / No, 主語 don’t (do not). で
答える。 

＜例＞ I do not (don’t) like math. （私は数学が好きではないです） 
        Do you like tennis? – Yes, I do. / No, I don’t (do not).  

（あなたはテニスが好きですか。―はい、そうです。/ いいえ、違います） 
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d. 主語が he / she / it の時の否定文は、“主語 + does not (doesn’t) + *一般動詞の原形（+ ~).”と

なり、疑問文は“Does + 主語 + 一般動詞の原形（+ ~)?”となり、基本的に“Yes, 主語 does.”
か “No, 主語 does not (doesn’t).”で答える。         （*一般動詞の原形 = s/es のつかない形） 

＜例＞ He does not (doesn’t) like math. （彼は数学が好きではないです） 
Does Sayuri like tennis? – Yes, she does. / No, she doesn’t (does not).  
（サユリはテニスが好きですか。―はい、そうです。/ いいえ、違います） 

 
＜3. 助動詞の can＞ 

a. 「〜できる（可能）」「〜してもいい（許可）」という意味を足す際に使われる（文脈によ

って意味が異なる）。 
b. 肯定文の基本的な形は“主語 + can + 一般動詞（+ 〜）.”（be 動詞の文でも can を使うこと

ができるが、ここでは登場しない） 
＜例＞ They can speak Japanese.  

（彼らは日本語を話せます / 彼らは日本語を話してもいいです） 
         He can use this pen.  

（彼はこのペンを使うことができます / 彼はこのペンを使ってもいいです） 
c. 否定文は、“主語 + cannot (can’t) + 一般動詞（+ 〜）.”となる。 

＜例＞ They cannot (can’t) speak Japanese.  
（彼らは日本語を話せません / 彼らは日本語を話してはいけません） 

d. 疑問文は、“Can + 主語 + 一般動詞（+ 〜）?”となり、答える時は基本的に“Yes, 代名

詞 + can” か“No, 代名詞 + can’t（cannot）.”となる。 
＜例＞ Can he use this? ― Yes, he can. / No, he can’t (cannot).  

（彼はこれを使えますか ― はい、使えます。/ いいえ、使えません） 
 
＜4. 疑問詞＞ 

a. What / How / How many などの疑問詞がつく場合は“疑問詞＋疑問文？”で完成となる。 
＜例＞ What do you want to eat? （あなたは何が食べたいですか） 

           How many students does she teach? （彼女は何人の生徒を教えているのですか） 
b. 「何が〜ですか」「誰が〜ですか」といった What / Who の主語をたずねる疑問文の場合、

What や Who を主語とした肯定文の形を作る（What / Who は、he/ she / it のように 3 人称・

単数形となる）。 
＜例＞ What is on the table? ― My bag is.     

（テーブルの上に何があるのですか ― 私のカバンです） 
Who teaches Japanese?  ― Kyoko does.  
（誰が日本語を教えるのですか ― キョウコです） 
Who can play the guitar? ― I can.  
（誰がギターを弾くことができるのですか ― 私です） 

 
 



 3 

＜5. 命令文＞ 
a. 「〜して」「〜でいて」というように命令する時に使われる形（文脈や言い方によっては「〜

してください」「〜でいてください」という意味になる）。 
b. 命令文の基本的な形は“動詞の原形（+ 〜）.”となる（be 動詞の原形は be）。 

＜例＞ Write your name here.  （あなたの名前をここに書いて） 
      Drink this now.        （これを今飲んで） 
         Be quiet.             （静かにして） 

c. 「〜しないで」「〜でいないで」という否定の命令文は、“Don’t (Do not) + 命令文.”となる。 
＜例＞ Don’t (Do not) write your name here.  （あなたの名前をここに書かないで） 
       Don’t (Do not) drink this now.        （これを今は飲まないで） 

Don’t (Do not) be late.              （遅れないで） 
 
＜6. 現在進行形＞ 

a. 「〜している」といった「一時的な動作（今この瞬間行われている動作）を表す」表現。 
b. 肯定文の基本的な形は“主語 + be 動詞 + 一般動詞の原形 ing ＋ 〜.” 

＜例＞ I am playing basketball. （私はバスケをしています） 
      He is studying English  （彼は英語を勉強しています） 

c. 現在進行形は、be 動詞の文章のように扱われる。つまり、否定文を作る場合は、be 動詞を否

定すれば完成。疑問文にする場合は、be 動詞を文頭に持って来れば完成となる。 
＜例＞ I am not playing basketball. （私はバスケをしていません） 

Is he studying English? ― Yes, he is. / No, he isn’t (is not).      
（彼は英語を勉強しているのですか ― はい、そうです。/ いいえ、違います） 

               What is she reading?       （彼女は何を読んでいるのですか） 
               Who is playing the piano?   （誰がピアノを弾いているのですか） 
 
＜7. 感嘆文＞ 

a. 「なんて～なのでしょう！」「なんて～だろう！」といったように、何かに感動したり驚いたり

した時に使われる表現。 

b. 基本的な形は“How + 形容詞（副詞）！”“What +（形容詞）+ 名詞！”。 

c. 「なんて美しいのでしょう！」というように形容詞（副詞）の意味だけを強調したい時は、How 

が使われ「なんて美しい花なのでしょう！」というように「（形容詞）＋名詞」の意味を強調し

たい時は What が使われる。 

＜例＞ How beautiful!          （なんて美しいのでしょう！）   

          What a beautiful flower!  （なんて美しい花なのでしょう！） 
 
＜8. to 不定詞＞ 

a. 基本の形は“to + 一般動詞の原形”で「〜すること」と主に訳される。 

＜例＞ to eat = 食べること    to study = 勉強すること    
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b. to 不定詞の前に 別の一般動詞がよく足され、1 つのフレーズとして使われることが多い。 

(1) want to ~ = ～したい （want = 求める / ほしい） 

＜例＞ I want to eat this. （私はそれを食べたいです） 

(2) try to ~ = ～しようとする / ～しようと試みる（try = 試みる / 挑戦する） 

＜例＞ They tried to go to school by bus. （彼らはバスで学校に行こうとしました） 

(3) need to ~ = ～する必要がある    （need = 必要である） 

＜例＞ Do I need to do my homework now? （私は私の宿題を今する必要があるのですか） 

(4) plan to ~ = ～することを計画する （plan = 計画する / 予定である） 

＜例＞ We aren’t planning to visit Kyoto.  （私たちは、京都を訪ねる計画はしていません） 

(5) hope to ~ = ～することを望む   （hope = 望む） 

＜例＞ I hope to see you soon. （近いうちにあなたに会えることを望みます） 

 
＜9. 一般動詞の文（過去形）＞ 

a. 「食べた」「歩いた」といった一般動詞の過去形が入る文。 
b. 肯定文の基本的な形は“主語 ＋ 一般動詞の過去形（+ 〜）.” 一般動詞の過去形の多くは、

一般動詞の最後を ed にすれば完成となるが、不規則動詞も多いため注意が必要（不規則動詞

は基本的に暗記）。 
＜例＞ I played soccer with my friends.  

（私は友だちと一緒にサッカーをしました） 
      He studied English yesterday.  <study は、最後が“子音 + y”なので、y → i で ed＞ 

（彼は昨日英語を勉強しました） 
She ate that hamburger.  <eat の過去形は ate＞ 
（彼女は、ハンバーガーを食べました） 

c. 否定文の場合は、“主語 ＋ did not（didn’t）+ 一般動詞の原形（+ 〜）.”となる。 
＜例＞ I did not (didn’t) like this book.  （私は、この本が好きではありませんでした） 

         He did not (didn’t) eat that pizza. （彼は、あのピザを食べませんでした） 
d. 疑問文の場合は、“Did + 主語 + 一般動詞の原形（+ 〜）? ” となり、答える時は基本的に

“Yes, 代名詞 + did” か“No, 代名詞 + did not（didn’t）.”となる。 
＜例＞ Did you play baseball yesterday?  ― Yes, I did. / No, I didn’t (did not).  

（あなたは昨日野球をしましたか ― はい、しました / いいえ、しませんでした） 
e. また、What / How などの疑問詞がつく場合は“疑問詞 + did + 主語 + 一般動詞の原形（+ 

〜）? ” となる（ただし、What / Who などを使った主語をたずねる疑問文の場合は、“疑問詞 
+ 一般動詞の過去形 （+ ~）?”の形になる。 
＜例＞ When did you go to Miyagi?     （あなたはいつ宮城に行きましたか） 
       How many pencils did they need? （彼らは、何本の鉛筆が必要だったのですか） 

               Who wrote this? ― I did.       （誰がこれを書いたのですか ― 私です） 
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＜10. be 動詞の過去形＞ 
a. am / is の過去形は was で、are の過去形は were となる。 
b. 肯定文・否定文・疑問文の形は、基本的に同じ現在形の時と同じ。 

＜例＞ He was a doctor.        （彼は医者でした） 
         I was not (wasn’t) smart. （私は賢くありませんでした） 

They were not (weren’t) my students. （彼らは私の生徒たちではありませんでした） 
               Was she in your class? ― Yes, she was. / No, she was not (wasn’t).  

（彼女はあなたのクラスにいたのですか ― はい、そうです / いいえ、違います） 
               Where was he? （彼は、どこにいたのですか） 

 What was on the wall? ― His poster was.   *主語をたずねる疑問文 
（何が壁にあったのですか ― 彼のポスターです） 

 
＜11. いる・ある＞ 

a. 「〜がある」「〜がいる」「〜があった」「〜がいた」と言いたい時に使われる表現。モノ

や人を新しく紹介するときや、新しく発見した時に使われる表現。 
b. 基本的な形は“There + be 動詞 + ~.”となり、be 動詞は「時制（現在・過去）」「単数 / 不可算名

詞」「複数」で使い分ける。 

「現在・単数/不可算＝ is」「現在・複数 ＝ are」「過去・単数/不可算＝ was」「過去・複数 ＝ are」 

 ＜例＞ There is (There’s) a TV in this room.     （この部屋にテレビがあります） 
         There is (There’s) coffee in the cup.      （カップにコーヒーが入っています） 

There are (There’re) many people here.   （たくさんの人がここにいます） 
         There was a park near the station.        （駅の近くに公園がありました） 
         There were two students in the classroom. （教室に 2 人の生徒がいました） 

c. “There + be 動詞 + ~.”の表現は、基本的に「固有名詞」「代名詞」「the や所有格がつく名詞」が

あると言いたい時には使われない。 
 ＜例＞ Yumi is in her room. （ユミは彼女の部屋にいます） 

《There is Yumi in her room. =×》 
His house is in Chiba. （彼の家は千葉にあります） 

《There is his house in Chiba. =×》 
d. 基本的に be 動詞の文章として扱われるため「否定文＝be 動詞を否定」「疑問文 = be 動詞を

先頭に持ってくる」となる。 
 ＜例＞ There is not (isn’t) a TV in this room.   （この部屋にテレビはありません） 

There is not (isn’t) coffee in the cup.  （カップにコーヒーが入っていません） 

Are there many people there?        （たくさんの人は、そこにいたのですか） 
         Was there a park near the station?     （駅の近くに公園はありましたか） 

               Why are there two textbooks?         （なぜ 2冊の教科書があるのですか） 
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at       時刻       

＜12. 過去進行形＞ 
a. 「〜していた」といった、現在進行形の過去形の表現。 
b. 基本的に、肯定文・否定文・疑問文は、現在進行形の be 動詞を過去形にすれば完成。 

＜例＞ I was playing basketball.       （私はバスケをしていませんでした） 
      He was not studying English    （彼は英語を勉強していませんでした） 
      They were not running with me. （彼らは私と走っていませんでした） 
      Was she using that classroom? ― Yes, she was. / No, she wasn’t (was not).  

（彼女は、あの教室を使っていたのですか ― はい、そうです / いいえ、違います） 
      What were you drinking?       （あなたは何を飲んでいたのですか） 

       Who was teaching math? ― Kengo was.        
（誰が数学を教えていたのですか ― ケンゴです） 

 
＜補足：副詞 & 副詞句（＝副詞のフレーズ）について＞ 

a. today / now / yesterday などは、副詞なので on / at / in / などの前置詞はつかないので注意。 
＜例＞ I need to do this today.   <on today = ×>   

（私は今日これをする必要があります） 
     He is in his office now.  <at now = ×> 

（彼は、今は彼のオフィスにいます） 
     She was busy yesterday.  <on yesterday = ×> 

（彼女は、昨日は忙しかったです） 
b. this ◯◯ / next 〇〇 / last ◯◯ という表現は、副詞句なので、on / at / in / などの前置詞は

つかないので注意。 
＜例＞ I want to finish it this week.   <in this week = ×>   

（私は今週これを終わらせたいです） 
     Call this number next time.    <at next time = ×> 

（次回はこの番号に電話して） 
c. 時間に関する at / in / on の使い分けは間違えやすいので注意。 

         at ＝ 時刻         ＜例＞ at 10:00  
         on ＝ 日 / 曜日    ＜例＞ on 3/28    on Monday   

in ＝ 週 / 月 / 年  ＜例＞ in the first week    in April    in 2020    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in on       

週  月  年       

日  曜日       

【範囲の広さ】 
 in   広い 

 
on 
 
at   狭い 

in 2030     in June 
     
on Sunday   on 5/14  
       
at 2:00  


