命令文 （～しなさい）

命令文 （～しなさい）

Stand up please

Don’t run here

Will you go tomorrow?
助動詞 ～でしょうか
I have to wake up early tomorrow
助動詞 ～しなければならない
You don’t have to do that
助動詞 ～しなければなりません
Does Emi have to clean the car?
助動詞 ～しなければならないですか

We are studying English now
現在進行形 （～しています）
He isn’t watching TV now
現在進行形 （～していません）
Are you playing basketball now?
現在進行形 （～していますか）
I went to the museum yesterday
過去形 （～しました）
I didn’t study English last night
過去形 （～しませんでした）
Did he use the computer 2 days ago?
過去形 （～しましたか）
We were watching the snow fall.
過去進行形 （～していました）
I wasn’t eating ice-cream in the shop.
過去進行形 （～していませんでした）
Were you waiting for your father?
過去進行形 （～していましたか）
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助動詞 ～でしょう
現在形 ～しますか

Ken will eat the donut
三単現 ～します

She won’t make dinner 助動詞 ～ないでしょう

I must go home
助動詞 しなければならない
I must not talk in class
助動詞 してはいけない
Must you sleep here?
助動詞 しなければならないか
I think that he is cool
接続詞 (～ということ）
We went home because it was raining
接続詞 (なぜなれば）
If it sunny, let's go to the park
接続詞 (もし～なれば）
When I am thirsty, I drink water
接続詞 （のとき）
Be 動詞 ～は～です
Be 動詞 ～ですか

Be 動詞 ～は～ではない

Do you eat sushi?

三単現 ～しますせん

現在形 ～します

She watches TV

三単現 ～しますか

You play basketball

He doesn’t run

助動詞 ～できる

現在形 ～しません

Does an emu fly?

助動詞 ～できない

Can you swim?
助動詞 ～できますか
Can I borrow your pen please?
助動詞 ～してもいいですか

I can’t ride a bike

I can eat sushi

You don’t watch TV

Are you OK

This isn’t a pen

I am Peter
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She is going to do her homework on Tuesday
未来形 （～するつもりです）
I am not going to watch TV on Sunday
未来形 （～するつもりではない）
Are you going to go to the show?
未来形 （～するつもりですか）
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guitar

体育館、ジム
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卒業する

さようなら

graduate

祖父、おじいさん

goodbye

grandfather

祖母、おばあさん

試合、ゲーム

grandmother

祖父母

game

grandparent

偉大な、大きな、すばらしい

政府

great

緑（の）、緑色（の）

government

green

地面

庭、庭園

greet

集団、グループ

garden

ground

成長する、育つ、を栽培する、育てる

学年、成績

ドイツ

German ドイツ人、ドイツ語、ドイツの

gentleman

①を得る ② なる ③に着く

gesture （指示や感情を示す）身ぶり

Germany

贈り物

group

（ということ）を推測する

grade

get
少女

grow

門、通用門、扉

gift

（～に）を与える

guess

gate

girl

うれしい、うれしい

を集める、（人々・物が）集まる

give

世界的な、地球全体の

を案内する、導く、案内人、ガイド

gather

glad

guide

目標、（サッカーなどの）ゴール

gym

紳士 《複数》gentlemen

global

行く

goal

良い、すぐれた、高品質な、おいしい

（人）にあいさつする、を出迎える

go
good

