
① 彼、彼女の普段の行動を説明することができる。

② 彼、彼女の普段の行動を知ることができる。

He likes ～.  He doesn’t like ～.

何ができるようになるか

構文： どんな文が作れるようになるのか

① He(She) likes ～という一般動詞の文を作ることができる
② He(She) doesn’t like ～という否定文を作ることができる
③ Does he(she) like ～? という疑問文を作ることができる



Introduction



Introduction

Jonathan Edwards
He jumps 18m29cm

He does a triple jump.



Introduction

Javier Sotomayor
He jumps 2m45cm

He does a high jump.



Introduction

Sergey Bubka
He jumps 6m14cm

He does a pole vault.



Introduction

Mike Powell He jumps 8m95cm

He does a long jump.



Introduction

Randy Barnes

He throws a Hogan(7.26kg).

He throws this 23m12cm



Introduction

Jan Zelezny

He throws a spear.

He throws this 98m48cm



Introduction

He doesn’t have legs.

He runs 100m.

Oscar Pistorius

He runs for 10’91.



Introduction

He doesn’t see well.

He runs 1500m.

Abdellatif Baka

He runs for
3minutes 48 seconds.

The Olympic Champion
3 minutes 50 seconds



Key Sentences

He Vs ～ She Vs～

He speaks Chinese well.

He doesn’t speak Chinese well.

Does he speak Chinese well?
‐ Yes, he does.

彼は上手に中国語を話します。

彼は上手に中国語を話しません。

彼は上手に中国語を話しますか。 はい。



Key Sentences

He Vs ～ She Vs～

The dog runs fast.

The dog doesn’t run fast.

Does the dog run fast?  - No, it doesn’t.

その犬は速く走ります。

その犬は速く走りません。

その犬は速く走りますか。 － いいえ。



Key Sentences

He Vs ～ She Vs～

彼は上手に中国語を話します。

彼は上手に中国語を話しません。

彼は上手に中国語を話しますか。 はい。



Key Sentences

He Vs ～ She Vs～

その犬は速く走ります。

その犬は速く走りません。

その犬は速く走りますか。 － いいえ。



What is ３単現?



Check the Point 1

3人称？

話している人 話している相手

それ以外

I,  we you

she, he, it, they



Check the Point 1

３単現 → 動詞

３人称

単数

現在

・・・

・・・

・・・

私とあなた以外

１つ、1人

現在

Ｓ

I like tea.

I don’t like tea.

Do you like tea? 

He likes tea.

He doesn’t like tea.

Does you like tea? 



Check the Point 1

3単現のsが付くのはどれ？

My parents drive a car.

Mike gave me the book.

My sister likes movies.

私の両親は車を運転します。

マイクは私にその本をくれました。

私の姉は映画が好きです。

単数じゃない

現在じゃない



３単現の作り方

複数形の作り方とほとんど同じだよ



Check the Point 2

普通の場合 → s を付ける

I play He plays

I sing He sings

I speak He speaks

I stand He stands



He goesI go

Check the Point 2

s, x, sh,  ch,  o → es を付ける

I kiss He kisses

I wash He washes

I teach He teaches

キスス
ティーチス

キスィーズ
ティーチィーズ



Check the Point 2

母音 + y → s を付ける

I play He plays

I buy He buys

子音 + y → y を I にかえて es 付ける

I cry He cries

I fly He flies



Check the Point 2

特別な3単現

do does

have has



S の発音

これも複数形のs と同じだよ



Check the Point 3

有声音 + [ z ]  （ズ）

plays swims

無声音 + [ s ]  （ス）

kicks jumps

s, z, sh, ch, など + [ is ]  （イーズ）

washes touches

calls

cuts

judges



He  動詞s .

Key Expression 1

① 東京に住む

② カレーが好き

③ サッカーをする

④ 兄が1人いる

⑤ りんかい線を使う

He lives in Tokyo.

He likes curry.

He plays soccer.

He has a brother.

He uses Rinkai-line.

彼の紹介をしよう



She  動詞s .

Key Expression 1

① 豊洲に住む

② 中国料理が好き

③ テニスをする

④ 科学を勉強する

⑤ 英語を話す

She lives in Toyosu.

She likes Chinese food.

She plays tennis.

She studies science.

She speaks English.

彼女のことを紹介しよう



一般動詞does

お前のｓなんぞ
俺がうばってやるわー

否定文、疑問文に入る前に・・・

原形



He/She doesn’t 動詞.

Key Expression 2

× 東京に住む

× カレーが好き

× サッカーをする

× 兄が1人いる

× りんかい線を使う

He doesn’t live in Tokyo.

He doesn’t like curry.

He doesn’t play soccer.

He doesn’t have a brother.

He doesn’t use Rinkai-line.

彼のことを紹介をしよう

原形



Does he/she 動詞?

Key Expression 3

東京に住む？

カレーが好き？

サッカーをする？

兄が1人いる？

りんかい線を使う？

Does he live in Tokyo?

Does he like curry?

Does he play soccer?

Does he have a brother?

Does he use Rinkai-line?

彼について聞いてみよう

原形



Pair Pattern Practice

彼はバイオリンを弾きます。

He plays the violin.

He doesn’t play the violin.

（肯）

（否）

彼女は東京に住んでいます。

She lives in Tokyo.

She doesn’t live in Tokyo.

（肯）

（否）

Does he play the violin?（疑）

Yes, he does.  /  No, he doesn’t.

Does she live in Tokyo?（疑）

Yes, she does.  /  No, she doesn’t.



Pair Pattern Practice

私の姉は彼を知っている。

My sister knows this story.

Does your sister know him?

My sister doesn’t know him.

（肯）

（否）

（疑）

イアンはコンピューターを持っています。

Ian has a computer.

Does Ian have a computer?

Ian doesn’t have a computer.

（肯）

（否）

（疑）

Yes, she does.  /  No, she doesn’t.

Yes, he does.  /  No, he doesn’t.



Pair Pattern Practice

この犬は納豆を食べます

This dog eats natto.

Does this dog eat natto?

This dog doesn’t eat natto.

（肯）

（否）

（疑）

彼女は図書館で勉強しますか。

She studies at library.

Does she study at library?

She doesn’t study at library.

（肯）

（否）

（疑）

Yes, it does.  /  No, it doesn’t.

Yes, she does.  /  No, she doesn’t.



Warm Up

何の動作をしているところでしょうか

Answer in 10 seconds
10秒以内で答えなさい。



Warm Up

He makes pizza.

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Warm Up

He cleans the bathroom.

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Warm Up

He walks a dog.

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Warm Up

He catches a beetle.
（カブトムシ）

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Warm Up

He eats Haya-Ben.

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Warm Up

He plays tsumu-tsumu.

A: What does he do?
Does he 動詞 ?

B: Yes, he does.  He 動詞s .
No, he doesn’t. He doesn’t  動詞 .



Let’s Practice



Let’s Practice

A: She/He 動詞s .
B: Is she/he ?  
A:   Yes, she/he is.  /  No, she/he isn’t.



Let’s Practice

A: She/He 動詞s .
B: Is she/he ?  
A:   Yes, she/he is.  /  No, she/he isn’t.
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Let’s Practice

A: She/He 動詞s .
B: Is she/he ?  
A:   Yes, she/he is.  /  No, she/he isn’t.



Let’s Practice



Let’s Practice
My name is…
I like ….
I don’t like …

My name is…
I like ….
I don’t like …

His name is…
He likes ….
I doesn’t like …

Her name is…
She likes ….
She doesn’t like …





Director & Actor

私はお金ないよ。彼はお金持ってるよ。

I don’t have money.  He has money.

俺に頼んでも無駄だよ。

彼ってプリキュア好きなの？ オーマイガー。

Does he like Pri-Cure?  OMG!!

えー、そういうの、むりー



Director & Actor

彼女、お前のこと好きじゃないよ。顔がすきじゃないって。

She doesn’t like you.
She doesn’t like your face.

一応、好きかどうか聞いてみたけどさ。。。

彼は英語は好きだよ。でも、彼は勉強しないんだよ。

He likes English, but he doesn’t study.

ほんと口だけじゃ、あかんよ



Key Sentences Review

He Vs ～ She Vs～

He speaks Chinese well.

He doesn’t speak Chinese well.

Does he speak Chinese well?
‐ Yes, he does.

彼は上手に中国語を話します。

彼は上手に中国語を話しません。

彼は上手に中国語を話しますか。 はい。



Key Sentences Review

He Vs ～ She Vs～

The dog runs fast.

The dog doesn’t run fast.

Does the dog run fast?  - No, it doesn’t.

その犬は速く走ります。

その犬は速く走りません。

その犬は速く走りますか。 － いいえ。



Key Sentences Review

He Vs ～ She Vs～

彼は上手に中国語を話します。

彼は上手に中国語を話しません。

彼は上手に中国語を話しますか。 はい。



Key Sentences Review

He Vs ～ She Vs～

その犬は速く走ります。

その犬は速く走りません。

その犬は速く走りますか。 － いいえ。


