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HIGH HOPES
NEWS from Okubokita J.H.S

ちょっとずつ新しいOSとアプリでプリント作成するのに慣れてきました。今まで使ってきたものか
ら新しいものに切り替えて使うことは時間もかかるし大変ですが、やり始めるとそれぞれのアプリの良
さが分かるので勉強になります。
そんなことはさておき、みなさん昨日の問題は解くことができましたか？いろんな答えが入るので
混乱しましたか？分からないとことはチェックしてぜひ質問してくださいね。

今、『やり抜く力』をつける！

では今日はcanやmayなどの助動詞も入れて否定文の練習をしていきましょう。

今週も金曜日になって、週末をむかえます。いつもの学校生活と同じリズムで生活を送ることはでき
ているでしょうか。朝起きて、ご飯を食べる。それが終わったら勉強を始めて５０分間を６時間やって

①be動詞の否定文からをはじめます。

be…am, is, are / was, wereは後ろにnotを

みる…。もちろん、昼ごはんと休み時間はとります。１日の流れを考えてみましたが、これができる人
はどれくらいいるでしょう。きっと『それは無理やで』と感じている人もいると思います。でも、やっ
てみる価値はあると思います。これから最高学年になって、社会に出て大人になるために『やり抜く
力』が大切になります。『やり抜く力』を強くしていくことでこれからの人生を豊かにしてきます。
まずは『やり抜く力』を養うために学校生活と同じリズムで生活してほしいと思います。これを実行
するのに必要なものは『才能』『学力』『体力』『適正』の違いといったものは関係ありません。３
４回生が『やり抜く力』をつけるために大切なことは『情熱』と『粘り強さ』になります。特に学年末
考査を終えて、悔しい思いをした人、先輩の話を聞いて行きたい高校が見つかった人などは、今だから

つけましょう。なぜかって？それはbe動詞が

・ I am not a cool おとな.
・ He was not a cool woman.

最強だからですよ！でも例外があるんじゃない

・ Our teachers were not short.

か？と質問にくる人も…

ところで、他にもbe動詞の英文って習っていますよね。それは何かと言いますと…
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現在進行形こと『現進』と受け身こと『受け身』です。受け身のニックネームは募集中なので、ぜひ
応募してください。

こそ『情熱』と『粘り強さ』を発揮できる時です。ぜひ挑戦してみてください。

教室がね…

・My friend is swimming in the river.

My friend is not swimming….

・My desk was made in Germany 30 years ago.

My desk was not made….

いつもはタワシで床磨きをして、拭き取っ
ということで、be動詞の否定文は簡単ですよね。では、続いて一般動詞の否定文です。これかが１

て、ワックスを塗って磨き上げていました。で
も、今年は大掃除の時間がしっかりとれない

年生で理解できている人は２年生、３年生でスムーズに勉強できますが理解ができていないと…

可能性があるので、まずは学習室を吉山先生

ヤバイ、というか、”激やば”です。

ショーモナイMISSと誤魔化しているアナタ、目を覚ましなさい。

が中心となって大掃除をしてくれました。机を
では、主語によってかわる動詞と助動詞の変化をお見せしましょう。

すべて出して、床を磨いてワックスを塗ってく
れたのでピカピカの状態になりました。この先どうなるかまだ分からないので、時間を計算して、でき
ることは進めていく予定にしています。再登校した時には吉山先生に『ありがとうございました』と声
をかけてください。

ニボリータのなぞなぞコーナー
①50km/hなら100km/h, 60km/hなら120km/hで走る乗り物な〜ニボリータ？ ヒント：速さが２倍
②

どんな話にも入ってくる果物はな〜ニボリータ？
③

ぼやけて見える花はな〜ニボリータ？

ヒント：はなし

ヒント：かすんで見える

1. You don’t play tennis well.
2. My father and mother don’t cook curry and rice well.
3. My father does not cook curry and rice well. ( cooks→does not cook )
4. Thomas does not swim in the sea.
( swims→ does not swim )
前回と同じように、主語が I / You / 複数形なら→donʼt(do not)、それ以外の１人、
１つなら→does not を入れて、動詞の-sなどをとってしまいましょう。（動詞の原形）

do,doesの仲間（助動詞）はすべて同じ使い方になるので、ここで一緒に覚えちゃいましょう。

did…

do/doesの過去形

will…

〜だろう、〜するだろう

must…

〜しなければならない

can…

〜できる

could…

canの過去形

may…

〜してもよい/〜かもしれない

should…〜すべきだ（せなあかん）

答え合わせ

下の英文を否定文にかえましょう。be動詞、一般動詞、助動詞いろいろあるよ。
1. I am not a teacher.

下の英文を否定文にかえましょう。be動詞、一般動詞、助動詞いろいろあるよ。
1. I am a teacher.

2. This is your bike.

3. The boys were sick.

4. Lisa was in the shop.

5. You are happy.

6. I like playing soccer.

7. We enjoyed skiing.

8. Jim must go out today.

9. You visited many cities.

10. You should stay at that hotel.

11. Ken may be in the library.

12. I could make sushi before.

13. Ken is going to meet Jane.

14. Jane will come here tomorrow.

2. This is not your bike.

3. The boys were not sick.

4. Lisa was not in the shop.

5. You are not happy.

6. I don’t like playing soccer.

7. We didn’t enjoy skiing.

8. Jim must not go out today.

9. You did not visit many cities.

10. You should not stay at that hotel.

11. Ken may not be in the library.

12. I could not make sushi before.

13. Ken is not going to meet Jane.

14. Jane will not come here tomorrow.

15. This computer was used yesterday.

*will not→won’tだよ

16. Many flowers are not seen here in spring.

15. This computer was used yesterday.

17. I didn’t go to Tokyo by bus.

16. Many flowers are seen here in spring.

18. Amy doesn’t know a little about this concert.

17. I went to Tokyo by bus.

19. I didn’t swim across the river.

18. Amy knows a little about this concert.

20. He doesn’t send some pictures.

19. I swam across the river.
20. He sends some pictures.

あ〜、be動詞最強伝説が崩れる問題が入ってしまった〜！
＜なぞなぞの答え＞
﹅

⒈バイク（倍く）

﹅

⒉梨（はなし）

⒊かすみ草（かす見そう）

