
中学英文法総復習② 

 

【一般動詞】 

★ポイント 

be動詞以外の動詞を一般動詞という。 

一般動詞は文の中で述語になり、主語の動作や状態をあらわします。 

動作をあらわす一般動詞は study, use, writeなど。 

状態をあらわす一般動詞は know, likeなど。 

肯定文：I study English. / He studies English. 

1人称、2人称のときは動詞の変化なし。3人称のときは Sがつくなどの変化あり。 

疑問文：Do you study English? / Does he study English? 

1人称、2人称のときは文の最初に do。3人称のときは文の最初に does。 

否定文：I don’t study English. / He doesn’t study English. 

1人称、2人称のときは do not [don’t]、3人称のときは does not[doesn’t]。 

 

 

★一般動詞 100本ノック 

 

1. 私はピアノをひきます。 

I play the piano. 

 

2. あなたは音楽が好きです。 

You like music. 

 

3. 彼はリンゴを 2つ持っています。 

He has two apples. 

 

4. 彼らは人形を作ります。 

They make dolls. 

 

5. 私たちはオレンジを食べます。 

We eat oranges. 



6. その猫は水を飲みます。 

The cat drinks water. 

 

7. 彼女はその川で泳ぎます。 

She swims in the river. 

 

8. あなたは手紙を書きます。 

You write a letter. 

 

9. 私たちはその箱を開けます。 

We open the box. 

 

10. 彼は踊ります。 

He dances. 

 

11. あなたは東京に住んでいますか？ 

Do you live in Tokyo? 

 

12. 彼らはこのペンを使いますか？ 

Do they use this pen? 

 

13. 彼はあなたを知っていますか？ 

Does he know you? 

 

14. 彼女は立ちません。 

She doesn’t stand. 

 

15. 私たちは会いません。 

We don’t meet. 

 

16. その男性は働きません。 

The man doesn’t work. 

 

17. その男の子は英語を学びますか？ 

Does the boy learn English? 

 



18. その女性はリンゴを売ります。 

The woman sells apples. 

 

19. 彼らは英語を楽しみます。 

They enjoy English. 

 

20. その女の子たちは歌を歌います。 

The girls sing a song. 

 

21. 彼は手紙を送ります。 

He sends a letter. 

 

22. その男性は公園に行きます。 

The man goes to the park. 

 

23. 私はそのカバンを置きます。 

I put the bag. 

 

24. 彼女は本を読みますか？ 

Does she read a book? 

 

25. あなたはピザが欲しいですか？ 

Do you want a pizza? 

 

26. 私たちは走りません。 

We don’t run. 

 

27. 彼は宿題をやりません。 

He doesn’t do homework. 

 

28. 彼女は切手を集める。 

She collects stamps. 

 

29. その女性は自転車に乗りますか？ 

Does she ride a bicycle. 

 



30. 彼は鳥を捕まえる。 

He catches a bird. 

 

31. その猫は魚を食べます。 

The cat eats fish. 

 

32. 彼らはアメリカに行きません。 

They don’t go to America. 

 

33. その男性はノートが必要です。 

The man needs a notebook. 

 

34. その女性はパンを与えます。 

The woman gives bread. 

 

35. ケンジは牛乳を飲みますか？ 

Does Kenji drink milk? 

 

36. 私は動物が好きです。 

I like animals. 

 

37. 彼女は犬を飼っていますか？ 

Does she have a dog? 

 

38. その少女はサッカーをします。 

The girl plays soccer. 

 

39. あなたはレモンを食べますか？ 

Do you eat a lemon? 

 

40. その男性はラケットを持っていません。 

The man doesn’t have a racket. 

 

41. あの女性には息子が 2人います。 

That woman has two sons. 

 



42. その看護師はケーキが好きですか？ 

Does the nurse like a cake? 

 

43. その男の子たちはその男性を知りません。 

The boys don’t know the man. 

 

44. 彼は英語を話します。 

He speaks English. 

 

45. あなたはボールを買いますか？ 

Do you buy a ball? 

 

46. 私はイギリスに訪れます。 

I visit England. 

 

47. 彼女はそれを試す。 

She tries it. 

 

48. その男性はそこで働きますか？ 

Does the man work there? 

 

49. その医者はお金をもらいます。 

The doctors get money. 

 

50. 彼女は彼女のおばが好きです。 

She likes her aunt. 

 

51. その女性は郵便を送ります。 

The woman sends a mail. 

 

52. タケシは中国に行きますか？ 

Does Takeshi go to China? 

 

53. そのパイロットは飛行機で働きます。 

The pilot works on the airplane. 

 



54. 彼女たちは花を持っていますか？ 

Do they have flowers? 

 

55. ケイコはその図書館で本を読みます。 

Keiko reads a book in the library. 

 

56. 私たちはプレゼントを送りません。 

We don’t send presents. 

 

57. その女性には機会があります。 

The woman has a chance. 

 

58. あなたたちには（何人か）娘がいますか？ 

Do you have any daughters? 

 

59. その男の子は（ある 1本の）花を見ます。 

The boy looks at a flower. 

 

60. 私は毎朝その事務所に来ます。（出社します） 

I come to the office every morning. 

 

61. みんな彼のことが好きです。 

Everybody likes him. 

 

62. 彼は速く走ります。 

He runs fast. 

 

63. あなたはバナナをゆっくり食べます。 

You eat bananas slowly. 

 

64. 彼女は地図を持っていません。 

She doesn’t have a map. 

 

65. あなたの子どもたちはその庭で遊びますか？ 

Do your children play in the garden? 

 



66. その人形は夜に動きます。 

The doll moves at night. 

 

67. 彼女は毎朝歩きますか？ 

Does she walk every morning? 

 

68. 店員たちはその店の中で働きます。 

The clerks work in the store. 

 

69. 彼は私の帽子があまり好きではない。 

He doesn’t like my cap very much. 

 

70. 私は昼食を作りません。 

I don’t make lunch. 

 

71. これらの犬は水を飲みますか？ 

Do these dogs drink water? 

 

72. 彼らはギターを弾きません。 

They don’t play the guitar. 

 

73. 私たちはそのホテルに泊まりますか？ 

Do we stay at the hotel? 

 

74. あれらの男性は日本語を学びますか？ 

Do those men learn Japanese? 

 

75. あの女性はベッドで寝ます。 

That woman sleeps on the bed. 

 

76. 私は手を洗います。 

I wash my hands. 

 

77. あなたたちはジュースが欲しいですか？ 

Do you want juice? 

 



78. この男性はあの少女を手伝います。 

This man helps that girl. 

 

79. 彼女たちは傘を使います。 

They use umbrellas. 

 

80. 私はたくさんのブドウを食べます。 

I eat many grapes. 

 

81. その女性は上手にバイオリンを弾きます。 

The woman plays the violin well. 

 

82. 私は彼女を必要としていません。 

I don’t need her. 

 

83. 彼は毎日中国語を勉強します。 

He studies Chinese every day. 

 

84. あの男の子は英語を話しますか？ 

Does that boy speak English? 

 

85. みんな水を買いますか？ 

Does everyone buy water? 

 

86. 彼は普通 6時に起床します。 

He usually gets up at six o’clock. 

 

87. 彼らは一緒にテニスをします。 

They play tennis together. 

 

88. 彼女はその公園の近くに住んでいます。 

She lives near the park. 

 

89. 日本人は米を食べます。 

Japanese eat rice. 

 



90. 彼は毎日音楽を聴きますか？ 

Does he listen to music? 

 

91. こちらの女性は時々バスケットボールをします。 

This woman sometimes plays basketball. 

 

92. 私たちは毎週日曜日に教会に行きます。 

We go to church every Sunday. 

 

93. あの女性たちはここでコーヒーを飲みますか？ 

Do those women drink coffee here? 

 

94. 彼はテレビゲームをしません。 

He doesn’t play video games. 

 

95. 私は朝ご飯を食べません。 

I don’t eat breakfast. 

 

96. あの先生は英語を教えますか？ 

Does that teacher teach English? 

 

97. 私たちはよく中国に旅行に行きます。 

We often travel to China. 

 

98. 私の母は毎朝 10時に電話します。 

My mother calls at ten o’clock every morning. 

 

99. あなたの両親は韓国に住んでいますか？ 

Do your parents live in Korea? 

 

100. マコトは車を持っていません。 

Makoto doesn’t have a car. 


