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一般動詞 ⑦

学習 POINT 1
・ まず、次の 2 つの一般動詞を覚えましょう。
リスン

リヴ

・ live

・ listen
聴く

住んでいる

・ これらの一般動詞の後には、次のような言葉が続きます。
イン

(1) I

live
住んでいる

in Canada.

私はカナダに住んでいます。

～のなかに

in は、｢～のなかに｣という意味の語で、in Canada で、｢カナダのなかに｣となります。
従って、上の英文の訳は、「私はカナダのなかに住んでいます。」となりますが、普通は
しょうりゃく

「なか」を省略して、｢私はカナダに住んでいます。｣と訳します。

(2) You listen
耳を傾ける

to music.

あなたは音楽を聴きます。

～へ

to は、｢～に｣という方向を表す語で、to music で、｢音楽に｣となります。listen は、
｢耳を傾ける｣という一般動詞なので、listen to music で、｢音楽に耳を傾ける｣とい
う意味を作ります。日本語訳では、「音楽を聴く」となります。

〔ポイント〕 一般動詞 live・listen は、次のように覚えると便利です。
・ live in ～
・ listen to ～
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「～に住んでいる」
「～を聴く」

次の英文を日本語に直しなさい。

(1) You live in America.

(2) I listen to music.

(3) I don’t listen to music.

(4) You don’t live in Tokyo.

(5) Do you listen to this CD?

Yes, I do.

(6) Do you live in this town?

No, I don’t.
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スィーディー

〔this CD この CD〕

タウン

〔this town この町〕
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次の英文を日本語に直しなさい。

(1) I don’t live in this town.

(2) Do you go to school by bus?

No, I don’t.

(3) Do you listen to music?

Yes, I do.

I go to school by bike.

(4) You don’t listen to this CD.

(5) Do you live in this town?

No, I don’t.
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I live in Kyoto.

次の一般動詞を英語で書きなさい。分からない場合は、下の
ただし、同じ語を何度使ってもよい。
(1) ～が好きです
(2) 聴く

(3) 歩いて来る

(4) ～を使う

(5) ～を話す

(6) (スポーツを)する

(7) ～を食べる

(8) ～がほしい

(9) 行く

(10) 住んでいる

(11) 来る

(13) ～を勉強する

(14) ～を知っている

を参考にしなさい。

(12) (楽器を)演奏する

come play listen like use want know have live study walk speak go
2
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次の〔

〕内の語を並び替えて、日本語に合う英文を作りなさい。

(1) 〔 Sendai / I / in / live 〕. (私は仙台に住んでいます。)

(2) 〔 listen / music / You / to 〕. (あなたは音楽を聴きます。)

(3) 〔 town / live / this / You / in 〕. (あなたはこの町に住んでいます。)

(4) 〔 to / I / listen / CD / don’t / this 〕. (私はこの CD を聴きません。)

(5) 〔 park / bike / don’t / by / to / You / go / the 〕. (あなたは自転車で公園に行きません。)

・・・問題以下省略・・・

5

次の日本文を英語に直しなさい。

(1) 私は音楽を聴きます。

(2) あなたは Kyoto に住んでいます。

(3) 私は Fukuoka に住んでいません。
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(4) あなたはこの CD を聴きますか。

はい、聴きます。

(5) あなたはこの町に住んでいますか。

いいえ、住んでいません。

(6) あなたはこの CD を聴きません。

(7) 私は自転車で学校に来ます。

(8) あなたはこの町に住んでいません。
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