
 

□□単語・表現 List□□～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 
 visit 〔vｳzit⇔ヴィズィト〕(名) 訪問，訪れ 

 so 〔sou⇔ソウ〕(接) それで   

 Hi, there. やあやあ。   

         気軽なあいさつです。 

 New York 〔nｫuﾀ jｼﾀｪk⇔ニュー ヨーク〕(名) ニューヨーク 

          アメリカ北東部のニューヨーク市またはニューヨーク州。後半の部分を強く発音します。 

 anyone 〔ｲniwﾈn⇔エニワン〕(代) （疑問文で）だれか   

 answer 〔ｾnsﾂｪ⇔アンサ〕(動) （電話に）出る 

                  〈w〉は発音しません。 

 daughter 〔dｼﾀtﾂｪ⇔ドータ〕(名) 娘 

                    ghは発音しません。 

 change 〔tﾊeindﾌ⇔チェインヂ〕(動) （服を）着がえる 

     「私は（今）着がえています」は，changeの語尾の〈e〉をとり ingをつけてchangingにして 

I am changing. と表します。「（今）～しています」と進行中の動作については「基本文check」で 

くわしく学習します。 

 clothes 〔klouz⇔クロウズ〕(名) 衣服，着物  

 son 〔sﾈn⇔サン〕(名) 息子  

              sun（太陽）と発音が同じです。反対語はdaughter（娘）。 

 busy 〔bｳzi⇔ビズィ〕(形) 忙しい 

                   busyの〈u〉は〔i⇔イ〕と発音します。 

 dry 〔drai⇔ドライ〕(動) かわかす  

              dryの ing形は，語尾にingをつけてdrying。 

 brush 〔brﾈﾊ⇔ブラッシ〕(動) ブラシをかける，みがく 

                 brushの ing形は，語尾にingをつけてbrushing。 

 tooth 〔tuﾀﾆ⇔トゥース〕(名) （１本の）歯 

                1本の「歯」はtooth，２本以上（複数）の「歯」はteethと表します。 

 teeth 〔tiﾀﾆ⇔ティース〕(名) tooth（歯）の複数形。 

 I’m sorry, ~. すみません，～です。  

            Sorry, ～. と言うこともできます。 

 Oh, no! なんてことでしょう。 

 Jim 〔dﾌim⇔ヂム〕(名) ジム 

             男性の名。 
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※カタカナで書かれた発音も参考にしましょう。ただし，カタカナでは正確に表すことはできないので，発音記号の読み方を学習しましょう。 
チェックらんが実線のものは，学習指導要領指定語＋重要単語です。 

学習日　6月 1日 名　前　

エデュコム - 1 - 中１英語F



１つ１つ発音しながら， 

つづりを覚えましょう。 

 

■書いて覚えましょう！    ●スペルは３回以上書きましょう！ 

 

visit               

so             

Hi, there. 

New York         

anyone  

answer  

daughter 

change 

clothes 

son 

busy 

dry 

brush 

tooth 

teeth 

I’m sorry, ~. 

Oh, no! 

Jim                  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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エデュコム - 2 - 中１英語F



 

 

□□単語・表現 Practice□□ 

１ 次の英語を日本語にしなさい。 

 (1) visit                (2) so                    

 (3) New York             (4) anyone                 

 (5) answer               (6) daughter                 

 (7) change               (8) clothes                  

 (9) son                 (10) busy                   

 (11) dry                (12) brush                  

 (13) tooth               

 (14) Hi, there.                      

 (15) I’m sorry, ~.                     

 (16) Oh, no!                       

 

２ 次の日本語を英語にしなさい。 

 (1) 娘                   (2) 息子                   

 (3) それで               (4) （疑問文で）だれか            

 (5) （１本の）歯            (6) 訪問，訪れ                

 (7) 衣服，着物             (8) （服を）着がえる             

 (9) かわかす              (10) （電話に）出る              

 (11) ニューヨーク            (12) 忙しい                  

 (13) ブラシをかける，みがく             

 (14) なんてことでしょう。           ,           !  

 (15) すみません，～です。                     , ~. 
 (16) やあやあ。                ,           . 
 

３ 次の語の最も強く発音する部分を選び，その記号に○をつけなさい。 

 (1) vis – it       (2) an – swer      (3) daugh – ter     

     ア  イ            ア     イ            ア    イ  
 

４ 次の下線部の発音が同じときには○，異なるときには×をつけなさい。 

 (1) anyone (2) busy 

    answer         brush         
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次の問題からは，すでに習っている

単語や表現も学習します。 

エデュコム - 3 - 中１英語F



 

５ 次の語を，（ ）内の指示にしたがって書きかえなさい。 

 (1) change（ing形に）                                  

(2) dry（ing形に）                                    

(3) brush（ing形に）                                  

(4) tooth（複数形に）                                   
(5) son（反対語に）                                    

 

６ 次の英語を日本語にしなさい。 

 (1) clean               (2) close                  
 (3) eat                (4) breakfast                
 (5) make               (6) open                  
 (7) read                (8) sing                  
 (9) can                (10) phone                 
 (11) now                (12) hair                  
 (13) （依頼するとき）Can you ~ ?                     
 

７ 次の日本語を英語にしなさい。 

 (1) 開く，開ける              (2) 閉じる，閉める              

 (3) 掃除する                (4) 食べる                  

 (5) 歌う                  (6) 作る                   

 (7) 読む                  (8) 朝食                   

 (9) 髪                   (10) 今（は）                 

 (11) 電話                 (12) ～できる                 

 (13) ～してもらえますか。                      ~ ? 

 

８ 日本文に合うように，空所に適当な語を入れなさい。  

(1) 私は今電話に出ることができません。 

   I               the phone now. 
(2) 私を手伝ってもらえますか。―― すみません，手伝えません。今忙しいのです。 

                 help me?  
   ――              , I can’t.  I’m busy now. 
(3) 歯をみがきなさい。 

   Brush your        . 
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エデュコム - 4 - 中１英語F



 

□□基本文 Check□□ 

Emi is playing the piano now. 
 

●「（今）～している，～しているところだ」と進行中の動作をいうときは，〈am〔is, are〕＋動詞の 

ing 形〉で表します。この形を現在進行形といいます。  

 「～する」の文        Emi    plays   the piano.（絵美はピアノをひきます。） 

 

 「今～している」の文   Emi  is playing  the piano now.（絵美は今ピアノをひいています。） 

● am, is, are は主語によって使い分けます。 

            I  am listening  to music. （私は音楽を聞いています。） 

            We  are studying  English now.（私たちは今英語を勉強しています。） 

 ※短縮形を使って I’m listening to music.  We’re studying English now. と言うこともできます。 

●動詞の ing 形の作り方 

 ①ほとんどの動詞は原形に ing をつけます。drink（飲む）→ drinking，study（勉強する）→ studying 

② e で終わる動詞は e をとって ing をつけます。  use（使う）→using，make（作る）→ making 

③ run，swim，sit など〈短母音＋子音字〉で終わる動詞は，語尾の子音字を重ねて ing をつけます。 

                 run（走る）→ running，swim（泳ぐ）→ swimming 

 

□□基本文 Practice□□ チェックらんが実線のものは,重要問題です。 

１ 次の（ ）内から適する語を選び，その記号を○で囲みなさい。 

(1) 私は今料理をしています。  I（ ア am イ is ）cooking now. 

(2) 太郎は野球をしています。 Taro is（ ア plays イ playing ）baseball. 
 

２ 日本語の意味に合うように，次の英文を完成しなさい。 

(1) 健は今牛乳を飲んでいます。 

   Ken               milk now. 
(2) 私の兄は今コンピュータを使っています。 

   My brother               the computer now. 
(3) 明美は公園で走っています。 

   Akemi               in the park. 
(4) 太郎と和也は音楽を聞いています。 

   Taro and Kazuya               to music. 
(5) ぼくは今勉強をしています。 

                 now. 
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学習日　6月 1日 名　前　

エデュコム - 5 - 中１英語F



 
３ 次の英語を日本語に直しなさい。 

(1) My mother is drying her hair.  

                                         
(2) We’re cleaning the classroom. 

                                         
(3) Ann is changing her clothes. 

                                         
 

４ 次の〔  〕内の語句を並べかえて，日本文に合う英文を作りなさい。 

(1) マリは今風呂に入っています。  

〔 bath ／ taking ／ now ／ a ／ is ／ Mari 〕. 

                                         
(2) 明は歯をみがいています。 

   〔 brushing ／ teeth ／ Akira ／ his ／ is 〕. 

                                         
(3) 由美とエリカはお茶を飲んでいます。 

   〔 are ／ some tea ／ Yumi ／ drinking ／ and Erika 〕. 

                                         

 

５ 次の日本語を英語に直しなさい。 

(1) 私は今本を読んでいます。 

                                         
(2) 祐二は今彼の自転車を使っています。 

                                         
(3) 彼らは今歌を歌っています。 

                                         
 

 

 

 

 

 

現在進行形の文「（今）～している」は

be 動詞〔am，is，are〕と ing 形で 

表すよ。be 動詞を忘れやすいので， 

注意しよう。 
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エデュコム - 6 - 中１英語F



 

★解法のポイント 

●次の文の下線部を now に置きかえて，現在進行形の文「今～している」に書きかえましょう。 

  現在形（～する）の文        She works on Sundays.（彼女は日曜日に働きます。）  

  現在進行形（〔今〕～している）の文⇒ She is〔She’s〕 working now.（彼女は今働いています。） 

  現在進行形の文は〈am〔is, are〕＋ing 形〉で表します。 

  ing は動詞の原形につけます。上の文では主語は she なので 

  is を使い，works の s をとって原形 work にして ing をつけます。 

 

６ 次の英文の下線部を now にかえて，「今～している」という現在進行形の文に書きかえなさい。 

(1) We watch TV after dinner.  

                                         
(2) Mika swims on Saturdays. 

                                         

(3) My mother makes a cake on Sundays. 

                                         
 

７ 絵を見て，「今～している」という現在進行形の文を作りなさい。 

    (1) Shunta       (2) Saori       (3) Tomoki ／ Chisato 
      

 

                     

 
                 朝食 

(1)                                        

(2)                                        

(3)                                        

 
 
★Practice Hint 
４ 

□drink some tea ⇒「お茶を飲む」。someは「いくらかの」という意味だが，日本語に訳さない場合が多い。 
６ 

□swims ⇒ swimの３人称・単数・現在形。原形（もとの形）にもどして ingをつける。swimは〈短母音 
＋子音字（m）〉で終わる動詞だから，語尾のmを重ねて ingをつける。 
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エデュコム - 7 - 中１英語F


