
中学文法早見表

Be動詞 ---is am are ( 原形 be 過去形was were 過去分詞 been)
肯定文

疑問文 --- ～ですか。

否定文 --- ～ではありません。

動詞 ---play, like, read, などの動作があるときは Be 動詞を使わない

３単現 ---３人称（I, You 以外の人）、単数、現在の条件がそろうと、動詞に「ｓ」がつく

過去形 ---played,liked のように「ed」をつけるものと、不規則に変化をするものがある

命令形 --- ～して。～するな。(Don’ t) ～しましょう。(Let’ s)

疑問詞 What Who Where When Which Whose How How old How many Why...+疑問文の形

助動詞　can, will, be動詞 going to, shall, should, may, could, would, must, have to +原形動詞 

比較級 .・最上級　～ er /more ～ than A --- Aより～ , ～ est /the ～ --- 一番～ , as ～ as A---A と同じくらい～ 

不定詞　to +原形動詞 --- ①～すること②するための③するために　動名詞 ～ ing--- ④～すること

現在進行形 --- ～しているところです。（Be 動詞 +～ ing)

受動態 be 動詞 +過去分詞　---　～される

現在完了形 have +過去分詞 --- ①～し続けている（継続）②～したことがある（経験）③～したところ（完了）

関係代名詞

I am a teacher.

I play soccer.

He plays soccer.

I played soccer.
I spoke English.

You are a teacher. →Are you a teacher? →Yes, I am. / No, I‛ m not.

You play soccer. →Do you play soccer? →Yes, I do. / No, I don‛ t.

He plays soccer. →Does he play soccer? →Yes, he does. / No, he doesn‛ t.

You played soccer. →Did you play soccer? →Yes, I did. / No, I didn‛ t.

I am a teacher. →I am not a teacher.
I play soccer. →I don‛ t play soccer.
He plays soccer. →He doesn‛ t play soccer.
I played soccer. →I didn‛ t play soccer.

I was reading.
疑問文　Are you reading? Yes, I was. /No, I wasn‛ t.
否定文　I wasn‛ t reading.

I can read. 
疑問文　Can you read? Yes, I can. /No, I can‛ t.
否定文　I can‛ t read.
I must not read.
I don‛ t have to read.

When you were playing soccer, I was reading.
If you play soccer, I will read.

I like to watch TV.
I have something to watch.
I went home to watch TV.
I like watching TV.

English is spoken in the U.S.

I have lived in Iwata for 5 years.
I have seen a panda before.
I have done my homework.
Have you done your homework yet? Yes, I have. /No, I haven‛ t.

She is the girl. + The girl likes movies. =She is the girl who likes movies.
This is a car. + The car has 2 doors. =This is a car which has 2 doors.
She is the girl. + I like the girl. =She is the girl (that)I like.
I have a car made in Japan.
I know the girl walking in the park.

She is taller than that girl.
She is more beautiful than that girl.
She is the tallest girl in the class.
She is the most beautiful girl in the class.
She is as tall as that girl.

There is a dog in the house.
There are many dogs in the house.
Are there many dogs in the house? Yes, there is. / No, there isn‛ t.

I am quiet. →Be quiet. 
→Don‛ t be quiet. →Let‛ s be quiet.
I play soccer. →Play soccer. 
→Don‛ t play soccer. →Let‛ s play soccer.

I play soccer. →I am playing soccer.
疑問文　Are you playing soccer? →Yes, I am. / No, Im not.
否定文　I am not playing soccer.

Do you have a ball? →What do you have?
Do you live in Iwata? →Where do you live?
Are you 12 years old? →How old are you?

There are(is)　～　---　～があります。（います。）　※複数になると areとなります。

When / If　～ ,　～ . =   ～ when / if ～　---　～の時～。/もし～なら～。

過去進行形　was, were,+ ~ing

何　　　誰　　　　どこ　　　いつ　　　どっち　　　だれの　　　どう　　何歳　　　　　いくつ　　　　　なぜ

私は先生です。

私はサッカーをします。

彼はサッカーをします。

私はサッカーをしました。

私は英語を話しました。

あなたは先生ですか。　はい。/いいえ

あなたはサッカーをしますか。はい。/いいえ

彼はサッカーをしますか。はい。/いいえ

あなたはサッカーをしましたか。はい。/いいえ

私は先生ではありません。

私はサッカーをしません。

彼はサッカーをしません。

私はサッカーをしませんでした。

静かにして

静かにするな。静かにしましょう。

サッカーをして

サッカーをするな。サッカーをしましょう。

私はサッカーをしているところです。

あなたはサッカーをしているところですか。

私はサッカーをしているところではない。

私は読書しているところでした。

あなたは読書しているところでしたか。

私は読書をしているところではなかった。

あなたは何を持っていますか。

あなたはどこに住んでいます

あなたは何歳ですか。

はい。いいえ。

はい。いいえ。

（できる、～でしょう、～つもりです、　　～しましょうか、すべき、～してよい、can 過去、will 過去、～しなければならない。〃）
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私は読書ができます。

あなたは読書ができますか。　はい。/いいえ。

私は読書ができない。

※私は読書をしてはいけない。

※私は読書をする必要がない。

あなたがサッカーをしている時、私は本を読んでいた。

もしあなたがサッカーをするなら、私は本を読みます。

家の中に 1匹犬がいます。

家の中に犬がたくさんいます。

家の中に犬がたくさんいますか。はい。/いいえ。

彼女はあの女の子より背が高いです。

彼女はあの女の子より美しいです。

彼女はクラスで一番背が高いです。

彼女はクラスで一番美しいです。

彼女はあの女の子と同じくらい背が高いです。

私はテレビを見ることが好きです。

私は見るための何かを持っています。

私はテレビを見るために家へ帰りました。

私はテレビを見ることが好きです。

英語はアメリカで話されています。

私は 5年間磐田に住み続けています。

私は以前にパンダを見たことがある。

私は宿題を終わったところです。

あなたは宿題を終わったところですか。はい。/いいえ。

彼女は映画が好きな女の子です。

これはドアが二つある車です。

彼女は私が好きな女の子です。

私は日本で作られた車を持っている。

私は公園を歩いている女の子を知っている。
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