
このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。【ちびふたEnglish】http://happylilac.net/english.html　【教材作成協力】ふたば塾

２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (1)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を否定文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1) It is sunny today. 

(        和訳 ) 

(2) Yumi plays the guitar. 

(    和訳 ) 

(3) I go to the library by train. 

(   和訳 ) 

(4) I went to his house.

(      和訳 ) 

(5) She uses this desk. 

(      和訳 ) 

(6) He used this car. 

(      和訳 ) 

(7) He was in Sapporo last year. 

(    和訳

英文

英文

英文

英文

英文

英文

英文

) 

It is not (It isn’t) (It’s not) sunny today.

今日は晴れではありません。

Yumi does not (doesn’t) play the guitar.

ユミはギターを演奏しません。

I do not (don’t) go to the library by train.

私は図書館に電車で行きません。

I did not (didn’t) go to his house.

私は彼の家に行きませんでした。

She does not (doesn’t) use this desk.

彼女はこの机を使いません。

He did not (didn’t) use this car.

彼はこの車を使いませんでした。

He was not (wasn’t) in Sapporo last year.

彼は去年、札幌にいませんでした。
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２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (2)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を否定文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1) I am going to go to Tokyo. 

(        和訳 ) 

(2) Kevin came to their house. 

(    和訳 ) 

(3) Takuya is Yuki’s friend.  

(   和訳 ) 

(4) They come to our house.

(      和訳 ) 

(5) I play the piano.  

(      和訳 ) 

(6) I was in the classroom.

(      和訳 ) 

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7) She made lunch with her sister. 

(    和訳

英文

) 

She did not (didn’t) make lunch with her sister.

彼女は彼女の姉（妹）と一緒に昼食を作りませんでした。

I am not (I’m not) going to go to Tokyo.

私は東京に行くつもりではありません。

Kevin did not (didn’t) come to their house. 

ケビンは彼らの家に来ませんでした。

Takuya is not (isn’t) Yuki’s friend.’

タクヤはユキの友達ではありません。

They do not (don’t) come to our house.

彼らは私達の家に来ません。

I do not (don’t) play the piano.

私はピアノを演奏しません。

I was not (wasn’t) in the classroom.

私は教室にいませんでした。
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２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (3)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を否定文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1)  I can speak English. 

(        和訳 ) 

(2) He took a picture here. 

(    和訳 ) 

(3) She will visit Kyoto next year. 

(   和訳 ) 

(4) Ken and Jun are good friends.

(      和訳 ) 

(5) His mother teaches science at this school. 

(      和訳 ) 

(6) He can write a letter in English.

(      和訳 ) 

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7) You have to do this work today. 

(    和訳

英文

) 

You do not (don’t) have to do this work today.

あなたは今日、この仕事をしなくてもよい（する必要はない）。

I cannot (can’t) speak English.

私は英語を話すことができません。

He did not (didn’t) take a picture here.

彼はここで写真を撮りませんでした。

She will not (won’t) visit Kyoto next year.

彼女は来年、京都を訪れるつもりではありません。

Ken and Jun are not (aren’t) good friends.

ケンとジュンは良い友達ではありません。

His mother does not (doesn’t) teach science at this school.

彼の母はこの学校で理科を教えていません。

He cannot (can’t) write a letter in English.

彼は英語で手紙を書くことができません。

※否定文の意味に注意！ 
“don’t have to ～”は「～しなくてもよい（する必要はない）」だよ。 



２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (4)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）
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次の英文を否定文に直し、(例)のように、[    ]内の語を用いた肯定文を but で接続しなさい。

(例)  It is rainy in London.  [ New York ] 
英文 It is not (It isn’t) (It’s not) rainy in London, but it is (it’s) rainy in New York.

和訳：ロンドンは雨ではありませんが、ニューヨークは雨です。

(1)  It was cold yesterday.  [ last week ] 
英文 It was not (wasn’t) cold yesterday, but it was cold last week.

和訳：きのうは寒くありませんでしたが、先週は寒かったです。

(4)  We call him Ricky.  [ Mr. Green ] 
英文 We do not (don’t) call him Ricky, but we call him Mr. Green.

和訳：私達は彼をリッキーと呼ばず、グリーンさん（先生）と呼びます。

(5)  My sisters are high school students.  [ college students ] 
英文 My sisters are not (aren’t) high school students, but they are college students.

和訳：私の姉（妹）達は高校生ではなく、大学生です。

(7)  Kazuya is going to stay in Yokohama next Saturday.  [ there / next Sunday ] 
英文

Kazuya is not (isn’t) going to stay in Yokohama next Saturday, 
but he is going to stay there next Sunday.

和訳：

※英文を見たらぜひ、１つ１つ和訳してみてね！　力がつくよo(^o^)o※

カズヤは来週の（次の）土曜日に横浜に滞在するつもりではないが、
来週の（次の）日曜日にそこに滞在するつもりだ。

(2)  Mary speaks English.  [ French ] 
英文 Mary does not (doesn’t) speak English, but she speaks French.

和訳：メアリー（マリー）は英語を話しませんが、フランス語を話します。

ここをMaryじゃなく”she”にできた人、speakじゃなく”speaks”にできた人、
英語力ついていますね♪　その調子！ 

(3)  I wanted an old car.  [ a new one ] 
英文 I did not (didn’t) want an old car, but I wanted a new one.

和訳：私は古い車は欲しくなかったが、新しい車は欲しかった。

“one”はこの場合”car”を指しますね。

(6)  They found him in the park.  [ her / there ] 
英文 They did not (didn’t) find him in the park, but they found her there.

和訳：彼らは公園で彼を見つけなかったが、そこで彼女を見つけた。

”there”「そこで」はこの場合”in the park”を指すよ。



２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (5)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）
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次の英文を否定文に直し、(例)のように、[    ]内の語を用いた肯定文を but で接続しなさい。

(例)  He can read Chinese.  [ Japanese ] 
英文 He cannot (can’t) read Chinese, but he can read Japanese.

和訳：彼は中国語を読むことができませんが、日本語を読むことができます。

(1)  They are going to watch TV today.  [ listen to the radio ] 
英文 They are not (aren’t) going to watch TV today, but they are going to listen to the radio.

和訳：彼らは今日テレビを見るつもりではありませんが、ラジオを聴くつもりです。

(4)  Sakura has to buy an English book.  [ get a dictionary ] 
英文 Sakura does not (doesn’t) have to buy an English book, but she has to get a dictionary.

和訳：サクラは英語の本を買わなくてもよいが、辞書を手に入れなければならない。

(5)  Ken is running in the ground.  [ swimming in the pool ] 
英文 Ken is not (isn’t) running in the ground, but he is swimming in the pool.

和訳：ケンはグラウンドで走っていません、プールで泳いでいます。

(7)  The student was studying in the library.  [ sleeping / there ] 
英文 The student was not (wasn’t) studying in the library, but he (she) was sleeping there.

和訳：その生徒は図書館で勉強していませんでした、そこで寝ていました。

(2)  I spoke English in that country.  [ French ] 
英文 I did not (didn’t) speak English in that country, but I spoke French.

和訳：私はその国で英語を話さず、フランス語を話した。

(3)  You have to clean this room.  [ open the window ] 
英文 You do not (don’t) have to clean this room, but you have to open the window.

和訳：あなたはこの部屋を掃除しなくてもよいが、窓を開けなくてはならない。

(6)  Her father knew Mike.  [ 主語をher brother に ] 
英文 Her father did not (didn’t) know Mike, but her brother knew him.

和訳：彼女の父はマイクを知らなかったが、彼女の兄（弟）は彼を（マイクを）知っていた。

この生徒の性別はこの文からはわからないので、he でも she でもいいよ。



２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その２：否定文

練習問題 (6)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【教材作成協力】ふたば塾

次の英文を否定文に直し、(例)のように、[    ]内の語を用いた肯定文を but で接続しなさい。

(例)  I’m going to send an e-mail to him.  [ call him ] 
英文 I’m not going to send an e-mail to him, but I’m going to call him.

和訳：私は彼にメール（電子メール）を送るつもりではないが、電話をするつもりだ。

(1)  He will buy the CD.  [ borrow it from someone ] 
英文 He will not (won’t) buy the CD, but he will borrow it from someone.

和訳：彼はそのCDを買うつもりではなく、誰かから借りるつもりだ。

(4)  Our teacher saw that birds in the mountain.  [ a beautiful flower / there ] 
英文 Our teacher did not (didn’t) see that birds in the mountain, but he (she) saw a beautiful flower there.

和訳：私達の先生は（その）山でその鳥は見なかったが、そこで美しい花を見た。

(5)  Students were thinking about their past.  [ future ]　※past = 過去 
英文 Students were not (weren’t) thinking about their past, but they were thinking about their future.

和訳：生徒達は彼らの過去について考えていたのではありませんでした、彼らの未来について考えていました。

(7)  Yukari and Sayuri are standing at the door.  [ sitting / on the floor ]　※floor = 床 
英文 Yukari and Sayuri are not (aren’t) standing at the door, but they are sitting on the floor.

和訳：ユカリとサユリはドアのところに立っていません、床に座っています。
※　ここまで問題を解いてみて気づいた人もいるかもしれないけど、
　be動詞 + ～ing という「進行形」の文は、be動詞と一般動詞、両方が入っているよね。
　一般動詞も入っているけど、その前にbe動詞が入っているので、
　疑問文や否定文を作る時は「be動詞の文」のほうに分類されるよ！これポイントね♪

(2)  We have to win.  [ make efforts ]　※make efforts = 努力する 
英文 We do not (don’t) have to win, but we have to make efforts.

和訳：私達は勝つ必要はないが、努力はしなければならない。

(3)  My father watches soccer games.  [ baseball games ] 
英文 My father does not (doesn’t) watch soccer games, but he watches baseball games.

和訳：私の父はサッカーの試合は見ないが、野球の試合は見る。

(6)  She wrote a diary.  [ an interesting story ]　※diary = 日記 
英文 She did not (didn’t) write a diary, but she wrote an interesting story.

和訳：彼女は日記を書かなかったが、面白い物語を書いた。


