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〈主語による be動詞の使い分け〉
1 次の文の（　　）内から適する語を選び，〇でかこみなさい。
□⑴　I（am, are, is）Sato Keiko.
□⑵　You（am, are, is）a soccer player.
□⑶　My sister（am, are, is）in New York now.
□⑷　（Are, Am, Is）they Japanese students ?
□⑸　Mother （is, am, are）very busy now.

〈be動詞の文〉
2 次の文の　　に適する語を入れて，英文を完成しなさい。（時制は現在とする）
□⑴　“  Jack an American boy ?”　“No, he .”
□⑵　“How  you, Mike ?”  “  fine, thank you.”
□⑶　“Where  Yuki ?”  “She  in the kitchen.”
□⑷　My new bike  red.
□⑸　“  your parents at home ?”　“Yes,  .”

〈be動詞の疑問文〉
3 次の文を疑問文に書きかえ，（　　）内の語を用いた答えの文を完成しなさい。
□⑴　You are a good tennis player.（Yes）
→疑問文　　   a good tennis player ?
→答えの文　Yes,  .

□⑵　Kenji is sixteen years old.（No）
→疑問文　　   sixteen years old ?
→答えの文　No,  .

□⑶　Mayumi and Ken are free now.（Yes）
→疑問文　　  free now ?
→答えの文　Yes,  .

〈be動詞の意味〉
4 次の日本文の意味に合う英文になるように，　　に適当な語を入れなさい。
□⑴　私の妹は今，公園にいます。

My sister   the park now.
□⑵　これらはマイク（Mike）の本です。

These   .

1　主語の人称や数によっ
て，be 動詞は使い分けら
れる。

2　1を参照しよう。
⑴　主語は３人称単数。
⑵　１文目の主語は you。
⑶⑷　主語は３人称単数。
⑸　主語はyour parents と
複数になっていることに注
意。

3　be 動詞のある疑問文で
は，be動詞を文頭に出し，
否定文では be 動詞の後に
not を置く。

⑶　 主 語 は Mayumi and 
Ken。

4
⑴　be 動詞には「～です」
「～にいる〔ある〕」の２つ
の意味がある。

⑵　「本」を複数形にするこ
とを忘れないように。

★入試情報　進行形，受け身な
ど出題形式は多彩。連語も重要。22 be 動 詞

❶　午後 　❻　姉・妹 　11　America 

❷　本 　❼　おば 　12　breakfast 

❸　兄・弟 　❽　おじ 　13　bus 

❹　子ども 　❾　両親 　14　class 

❺　国 　10　父 　15　daughter 

入試によく出る単語・連語 名詞　

▲

英語は日本語に，日本語は英語にしよう。

単数 複数
I am we are
you are you are
he
she is
it

they are
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〈be動詞の用法〉
1 次の文の　　に適する語を右から選んで書きなさい。（必要に応じて大文字にすること） 〈21点－各7点〉

□⑴　  they your sisters ?
No, they .

□⑵　  Mike at home now ?
Yes, he .

□⑶　  you an English teacher ?
No,  .

〈主語と be動詞〉
2 次の文の下線部を（　　）内の語（句）にかえて，全文を書きかえなさい。 〈21点－各7点〉

□⑴　Mai is fifteen years old.（Mai and Kana）

□⑵　They are in the park.（Tom）

□⑶　I am a junior high school student.（We）

〈be動詞を使った文の完成〉
3 次の日本文の意味に合う英文になるように，（　　）内の語（句）を正しく並べかえなさい。 〈32点－各8点〉

□⑴　彼女は私の友人です。（is, she, friend, my）. （青森）

.
□⑵　彼女の誕生日は９月２日です。（is, September, her, birthday, 2）. （高知改）

.
□⑶　こちらが彼のおじさんです。（his, is, uncle, this）. （広島改）

.
□⑷　ホワイトさんは先生です。（teacher, a, is, Ms. White）. （青森改）

.

〈条件英作文〉 〈10点〉
4
□
次の絵を見て，be動詞を用いた対話文を英語で書きなさい。 （和歌山）

　〈条件英作文〉 〈16点－各8点〉
5 次のような場合，英語ではどのように言いますか。英文を書きなさい。
□⑴　「自分は日本出身だ」と言う場合。

□⑵　今日の天候をたずねる場合。

are, is, am,
aren’t, isn’t,
you’re,
I’m, not


