一般動詞・be 動詞・過去形・進行形・過去進行形

名前

１．私は昨日、英語を話していました。

I was speaking English yesterday.

２．あなたは今、英語を勉強していますか。

Are you studying English now?

３．私は昨日、美しい花を見た。( a beautiful flower)

I saw(looked at) a beautiful flower yesterday.

４．彼らは生徒です。

They are students.

５．私の弟は、毎日英語を勉強します。

My brother studies English every day.

６．彼女は手紙を書いているところです。 (a letter)

She is writing a letter.

７．私は今、宿題をしていません。

I am not doing my homework now.

～をする＝do

８．あなたは昨日、公園に行きましたか。

Did you go to the park yesterday?

９．彼らはこのコンピュータを使います。

They use this computer.

１０．彼は今、川で泳いでいますか。(in the river)

Is he swimming in the river now?

１１．彼はサッカー選手ではありませんでした。

He was not a soccer player.

１２．マイクは昨日日本語で話していました。(in Japanese)

Mike was talking(speaking) in Japanese yesterday.

１３．メアリーは日本語を話しません。(Mary)

Mary doesn’t speak Japanese.

１４．あなたは昼食を食べましたか。 (lunch)

Did you eat(have) lunch?

１５．彼は今、テレビを見ていますか。

Is he watching TV now?

１６．私は彼らを知っていました。 ※過去形（know に進行形はない）

I knew them.

１７．私達は英語を話しませんでした。

We didn’t speak English.

１８．私の姉は、今、テレビを観ていません。

My sister is not watching TV now.

１９．私は昨日走っていませんでした。

I was not running yesterday.

２０．彼の父は、この本を読みました。

His father read this book.

２１．ジャックは毎日、宿題をしますか。 (Jack)

Does Jack do his homework every day?

２２．あなたの妹は手紙を書きましたか。

Did your sister write a letter?

２３．彼らは今、昼食を食べています。

They are eating lunch now.

２４．私達はサッカー選手ではありません。

We are not soccer players.

２５．あなたは昨夜テレビを見ていましたか。

Were you watching TV last night?

２６．私は昨夜、この部屋を掃除しませんでした。(clean)

I didn’t clean this room last night.

２７．彼は昨夜、宿題をしました。

He did his homework last night.

２８．あなたの父は、医者でしたか。 (doctor)

Was your father a doctor?

２９．彼女は毎日宿題をします。

She does her homework every day.

３０．私は昨夜英語を勉強していました。

I was studying English last night.
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