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1　I  am  a junior high school student. 私は中学生です。

2　Toshio  is  in that room. 敏
とし

夫
お

はあの部屋にいます。

3　 Are   you  a new student ? あなたは新入生ですか。

4　 There   is  an old library in my city. 私の市には古い図書館があります。

5　 Are   there  any children in the park ? 公園に子どもたちがいますか。

❶　主語とbe動詞（現在形）のまとめ
　

❷　短縮形
　

 

単数 複数
人称 主語 be動詞 主語 be動詞
１ I am we are
２ you are you are

３
she
he
it

is they are

・主語＋be動詞
I am → Iʼm you are → youʼre

we are → weʼre they are → theyʼre
he is → heʼs she is → sheʼs
it is → itʼs that is → thatʼs

・be動詞＋not
is not → isnʼt are not → arenʼt

基本例文

　　
1 　be動詞の意味　「～である」「～にいる〔ある〕」

　①　あとに名詞や形容詞が続くとき…「～である」➡1
　②　あとに場所を表す語句が続くとき…「～にいる〔ある〕」➡2
2　主語と be動詞　be動詞は主語によって使い分ける。➡❶

　　
1 　疑問文　be動詞を主語の前に出す。答えるときにも be動詞を用

いる。➡3
　・肯定文　　 Mr. Okada is an English teacher.
　　　　 　　 
　・疑問文　Is Mr. Okada　  an English teacher ?
　・答え方　Yes, he is. ／ No, he isnʼt〔is not〕.
2 　否定文　be動詞のあとに not を入れる。
　・肯定文　My father is 　　　　　    in Japan now.
　　　　　　　　　　　　 　
　・否定文　My father is not 〔 isn’t 〕 in Japan now.

　　
1 　There is〔are〕 ～.の文　「～がある〔いる〕」の意味。
　あとの名詞（主語）が単数なら is，複数なら are を用いる。➡4
　　There  is  a book on the desk.
　　　　　　 　　単数

　　There  are  some books on the desk.
　　　　　　  　　複数

2 　疑問文・否定文　疑問文は be動詞を there の前に，答えるとき
も there を用いる。否定文は be動詞のあとにnot 。➡5

　・肯定文　    There is a park near your school.
　・疑問文　Is there　    a park near your school ?
　・答え方　Yes, there is. ／ No, there isnʼt〔is not〕.
　・否定文　There are not any stores near here.

 １　be 動詞の使い方 

 ２　疑問文と否定文 

 ３　There is〔 are 〕 ～ . の文 

プラスワン 　疑問詞で始まる疑問文
　疑問詞を用いる疑問文は疑問詞を文の
初めにおく。
・Where is your notebook ?
　（あなたのノートはどこにありますか。）
　― Itʼs in my bag.
　（私のかばんの中にあります。）
・How old are you ?
　（あなたは何歳ですか。）
　― Iʼm fourteen years old.
　（14歳です。）
・Who is your English teacher ?
　（あなたの英語の先生はだれですか。）
　― Mr. Aoki is.　（青木先生です。）

STEP UP 　Here is〔are〕～.
　Here is〔 are 〕～.＝「ここに～がある。」
・Here is my notebook.
　（ここに私のノートがあります。）
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確 認 問 題
　be動詞の使い方　次の⑴～⑶は　　に適する語を書き，⑷⑸は英文に合う日本文を完成させなさい。
⑴　私は東京の出身です。ジェーンはオーストラリアの出身です。
　　I 　　　　　　　　 from Tokyo.  Jane 　　　　　　　　 from Australia.
⑵　あなたたちは同級生です。
　　You 　　　　　　　　 classmates.
⑶　トムとマイクは私のなかのよい友達です。
　　Tom and Mike 　　　　　　　　 my good friends.
⑷　We are very happy now.
　　私たちは今［　とても幸せ〔楽しい〕です ］。
⑸　My uncle and aunt are in Hokkaido now.
　　私のおじとおばは今，［　北海道にいます ］。

　疑問文と否定文　次の英文を（　）内の指示に従って書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　That girl is Kenʼs sister.　（疑問文に）
　　　　　　　　　　 that girl Kenʼs sister ?　
⑵　You are an English teacher.　（①疑問文に書きかえ，②２通りに答える）
　①　　　　　　　　　 you an English teacher ?
　②　Yes, I 　　　　　　　　 . ／ No, Iʼm 　　　　　　　　 .
⑶　Your brothers are good tennis players.　（①疑問文に書きかえ，②２通りに答える）
　①　　　　　　　　　 your brothers good tennis players ?
　②　Yes, they 　　　　　　　　 . ／ No, they 　　　　　　　　 .　
⑷　Junko is my classmate.　（否定文に）　
　　Junko 　　　　　　　　 　　　　　　　　 my classmate.
⑸　John and Frank are in Hokkaido now.　（否定文に）
　　John and Frank 　　　　　　　　 in Hokkaido now.

　There is〔 are 〕 ～. の文　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
⑴　あなたの国にはたくさんの山があります。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 a lot of mountains in your country.
⑵　駅の近くに大きな本屋さんがあります。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 a big bookstore near the station.
⑶　このかばんの中に本は入っていますか。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 any books in this bag ?
⑷　机の上に時計がありますか。 　　 はい，あります。 ／ いいえ，ありません。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 a clock on the desk ?
　　　　 Yes, 　　　　　　　　 is. ／ No, there 　　　　　　　　 .
⑸　いすの下にネコはいません。
　　There 　　　　　　　　 　　　　　　　　 a cat under the chair.
⑹　この部屋には男の子は１人もいません。
　　There 　　　　　　　　 any boys in this room.

１

am is

are

are

２

Is

Are
am not

Are
are aren’t

is not

aren’t

３

There are

There is

Are there

Is there
there isn’t

is not

aren’t

➡形容詞の happy が続いているので「～です」。

➡場所を表す語句があるときの be動詞は，「～にいる」「～にある」という意味になる。

➡疑問文はbe動詞を主語の前に出す。

➡「あなたは」には「私は」で答える。

➡are not＝aren’t
➡否定文はbe動詞のあとにnotを入れる。

➡複数の語が続いているので，There のあとには are を使う。

➡単数の語が続いているので，There のあとには is を使う。

➡「入っていますか」は疑問文。any books に合う be動詞は are。

➡There is〔 are 〕 ～.の否定文もbe動詞（ is，are ）のあとに not を入れる。

➡疑問文は be動詞で始める。

➡aren’t＝are not　「１人もいません」は There are not any ～. または There are〔 is 〕 no～. で表す。

� 　１.�be動詞（現在）
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基 本 問 題 得
点 /100

　〈 be動詞の使い方〉　次の英文が正しい文になるように，（　）内から適する語を選び，記号で答えなさい。
� 〈5点×5〉

⑴　（�ア　Do　�イ　Is　�ウ　Be　�エ　Does�）�there�a�library�near�your�house�?� ［ イ  ］
⑵　Mie�and�Jane�（�ア　be　�イ　is　�ウ　am　�エ　are�）�in�the�classroom�now.� ［ エ  ］
⑶　（�ア　Is　�イ　Are　�ウ　Does　�エ　Will�）�your�father�a�teacher�?� （徳島）［ ア  ］
⑷　（�ア　Is　�イ　Are　�ウ　Do　�エ　Does�）�your�father�and�mother�at�home�?� （栃木）［ イ  ］
⑸　There�（�ア　is　�イ　am　�ウ　are　�エ　and�）�many�people�on�the�street.� ［ ウ  ］

　〈 be動詞の使い方〉　次の各組の対話文が完成するように，［　］に適する語句を（　）内から選び，記号で答
えなさい。� 〈6点×4〉

⑴　“［ ア  ］�this�your�dictionary�or�Jimʼs�?”�　　�“Itʼs�his.”
　　（�ア　Is　�イ　Are　�ウ　Do　�エ　Does�）
⑵　“Are�you�high�school�students�?”�　　�“Yes,�［ イ  ］.”
　　（�ア　I�am　�イ　we�are　�ウ　I�do　�エ　we�do�）
⑶　“Whose�computers�are�those�?”�　　�“［ ウ  ］�Kenjiʼs.”
　　（�ア　It�is　�イ　Thatʼs　�ウ　They�are　�エ　Yes,�it�is�）
⑷　“How�many�students�［ エ  ］�in�your�class�?”�　　�“Forty-one.”� （熊本）

　　（�ア　are�you　�イ　do�you　�ウ　is�it　�エ　are�there�）

　 〈 be動詞を用いた同意表現〉　次の各組の英文がほぼ同じ内容になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴
　Kenji�plays�baseball�very�well.� 〈6点×2〉

　　Kenji�　　　　　　　　�　　　　　　　　�very�good�baseball�player.

⑵
　A�year�has�twelve�months.　� （島根）

　　There�　　　　　　　　�twelve�months�　　　　　　　　�a�year.

　 〈be動詞のいろいろな意味〉　次のような場合，英語でどのように言えばよいか。　　に適する語を書きなさい。
⑴　図書館がどこにあるかをたずねる場合。� 〈7点×3〉

　　Excuse�me,�but�　　　　　　　　��　　　　　　　　�the�library�?
⑵　自分の名前が「高

たか

野
の

由
ゆ

美
み

」であると自己紹介する場合。
　　　　　　　　　　�　　　　　　　　�　　　　　　　　�Takano�Yumi.
⑶　「あなたはシカゴからおいでですか。」と出身地をたずねる場合。� （茨城）
　　　　　　　　　　�you�　　　　　　　　�Chicago�?

　 〈 be動詞を用いた文の語順〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。�〈9点×2〉
⑴　スミスさんは私たちの先生です。（�teacher�／�our�／�is�／�Mr.�Smith�／�.�）
　　
⑵　私たちの学校にはたくさんの大きな木があります。
　　（�school�／�a�／�our�／�big�／�in�／�are�／�lot�／�there�／�of�／�trees�／�.�）
　　

classroom：教室　at home：家に　player：選手　year：年　Excuse me.：すみません。

1

2

3 ⎭
⎬
⎫ is a

⎭
⎬
⎫ are in

4

where is

My name is

Are from

5

 Mr. Smith is our teacher. 

 There are a lot of big trees in our school. 
●WORDS �  

➡この you は students から複数の「あな
たたち」となる。

➡those は答えの文では they になる。

➡「健
けん
二
じ
はとても上手な野球選手です。」

➡「１年には₁₂か月あります。」

➡「どこ」は where 。

➡ 「私たちの」は，名詞
teacher の前におく。

➡出身地をたずねるときは from を用いる。

➡「たくさんの～」＝a lot of ～

� 　１.�be動詞（現在）

➡⑷主語は複数。
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発 展 問 題 得
点 /100

　〈対話文読解〉　次の対話文を読んで，あとの問いに答えなさい。� （宮城・改）〈55点〉

Officer�：Hello,�may�I�see�your�passport�?
Mike� ：Sure.��Here�you�（　①　）.　
Officer�：Is�this�your�first�visit�to�Japan�?
Mike� ：Yes.
Officer�：　②　　
Mike� ：Sightseeing.
Officer�：How�long�are�you�going�to�stay�?�
Mike� ：One�（　③　）.��Two�days�in�Sendai�and�five�days�in�Matsushima.
Officer�：Where�are�you�going�to�stay�?
Mike� ：Iʼm�going�to�stay�with�my�friend�in�Sendai�and�with�my�uncle�in�Matsushima.
Officer�：�I�see.��Well,�in�Matsushima,�you�can�find�good�places�for�sightseeing�and�you�can�

also�enjoy�eating�good�fish.
Mike� ：That�sounds�great.��I�like�fish.
Officer�：Here�is�your�passport.��Have�a�nice�trip.
Mike� ：Thank�you.
Officer�：　④　

⑴　（　①　）に最もよく適するbe動詞を書きなさい。� 　　　　　　　　�［10点］
⑵　　②　に最もよく適する文を，次から１つ選び，記号で答えなさい。� ［10点］

　ア　Whatʼs�the�matter�with�you�?� イ　Whatʼs�your�hobby�?
　ウ　Whatʼs�the�purpose�of�your�visit�?� エ　What�are�you�doing�now�?� ［ ウ �］
⑶　（　③　）に最もよく適する語を，次から１つ選び，記号で答えなさい。� ［10点］

　ア　day　　イ　week　　ウ　month　　エ　year� ［ イ �］
⑷　　④　に最もよく適する文を，２語で書きなさい。� ［10点］

　　　　　　　　　　�　　　　　　　　�.
⑸　対話文の内容について，次の問いに英語で答えなさい。ただし，（　）内に示された語数で答えること。
　　Is�this�Mikeʼs�first�visit�to�Japan�?　（３語）� ［15点］

　　

　〈英作文〉　次の日本文を英語に直しなさい。� 〈15点×3〉

⑴　私はもう子どもではありません。
　　
⑵　彼らの中に日本人の宇宙飛行士（astronaut）はいますか。� （青森）

　　
⑶　あれらの女の子たちはだれですか。
　　

passport：パスポート　purpose：目的　sightseeing：観光

1

are

You’re welcome

 Yes, it is. 

2

 I’m〔 I am 〕 not a child anymore. 〔 I’m〔 I am 〕 no longer a child. 〕 

 Is there a Japanese astronaut among them ? 

 Who are those girls ? 

●WORDS �  

➡⑶「仙台に２日，松島に５日」なので「１週間」。

➡⑷「ありがとう。」に対して「どういたしまして。」とする。

➡⑵「訪問の目的は何ですか。」

➡⑴「はい，どうぞ。」

５

10

15

➡「もう～ではない」は not ～ anymore と表す。

➡「～の中に」はここでは among 。

➡本文３行目の Is this your first visit to Japan ? に Yes. と答えている。

➡主語が複数なので be動詞は are を用いる。

� 　１.�be動詞（現在）




