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★入試情報　進行形，受け身な
ど出題形式は多彩。連語も重要。11 be　動　詞

①　I am a student.
②　Ken was in my house.
③　Are you a baseball player ?
④　There is an egg on the table.
⑤　Were there any birds in the park ?

■ be動詞の使い方
〈主語＋ be動詞～.〉の形で用いる。
過去形は was と were で，主語によって使いわける。
I am ～.→I was ～. ／You are ～. →You were～.

■疑問文・否定文
（疑）〈be動詞＋主語～ ?〉
（否）〈主語＋be動詞＋ not ～.〉

→　私は学生です。
→　健は私の家にいました。
→　あなたは野球選手ですか。
→　テーブルの上に卵があります。
→　公園に鳥がいましたか。

■There is〔are〕～．の文
「…に～がある〔いる〕」と存在を表す。単数の名詞が
続くときはis，複数の名詞が続くときはareを用いる。
ふつう，名詞のあとに場所を表す語句を置く。
■疑問文・否定文
（疑）〈Is〔Are〕there ＋名詞＋場所を表す語句 ?〉
（否）〈There is〔are〕 not ＋名詞＋場所を表す語句.〉

語句の整理
1 次の語で最も強く発音する部分を，記号で答えな
さい。
□⑴　E

ア
ng-l
イ
ish（English）

 〔　　 〕
□⑵　b

ア
reak-f

イ
ast（breakfast）

 〔　　 〕
□⑶　b

ア
as-k
イ
et-b
ウ
all（basketball）

〔　　 〕
□⑷　t

ア
o-d
イ
ay（today）

〔　　 〕

2 英語は日本語に，日本語は英語にしなさい。
□⑴　not very ～

〔　  〕
□⑵　How about ～ ?

〔　  〕
□⑶　every Sunday

〔　  〕
□⑷　よい友達（複数）

 

□⑸　このクラス

 

□⑹　～が得意である

 
 ～

確認問題
１ 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　弟と私は学生です。

My brother and I  students.
□⑵　ルーシーは図書館にいませんでした。

Lucy  in the library.
□⑶　それはあなたの新しいペンですか。

 it  new pen ?
□⑷　彼の部屋には 2本のギターがありました。

There  two guitars in his room.
□⑸　ベッドの下にねこがいますか。

 there a cat under the bed ?

２ 次の英文の意味を表すように，〔　　〕に日本語を
補いなさい。
□⑴　I am not Mike’s brother.

私は〔　 〕。

□⑵　There are a lot of books in my bag.

私のかばんには〔 〕。

□⑶　Keiko is in Canada now, but she was in 
Australia last year.

恵子は今〔　 〕が，
彼女は昨年〔　 〕。
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絵による読解

〈be動詞の用法〉
1〔　　〕内の指示に従って答えなさい。
□⑴　（Were, Are, Is, Was）Ken and Kumi students at this school last year ?

〔適語を選べ〕 
□⑵　When Mr. Green（be）fifteen years old, he came to Japan.

〔（　）内の語を適する形に〕 
□⑶　A year has twelve months.　〔ほぼ同じ内容を表す英文に〕

There（　　　）twelve months in a year. 
□⑷　You’re Yoshiko’s sister.　〔疑問文に〕

（　　　）（　　　）Yoshiko’s sister ?  
□⑸　How many books（do you, are you, is it, are there）on the desk ?　〔適語句を選べ〕
 
〈適語補充〉

2 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　ここに美しい写真があります。

  a beautiful picture.
□⑵　あなたはどこの出身ですか。

  you from ?
□⑶　あなたは英語の先生ですか。― いいえ，ちがいます。

 you an English teacher ? ― No,  not.
□⑷　この町にはCDショップがありませんでした。

There   a CD shop in this town.
〈語順整序〉

3 次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。
□⑴　私の父は先週，大阪にいました。　（Osaka ／was ／ father ／my／ last ／ in）week.

 week.
□⑵　この自転車はあまり新しくありません。　（is ／ this ／ new／ not ／ bike ／ very ／ .）

□⑶　あなたは上手な野球選手ですか。　（good ／ you ／ player ／ a／ are ／ baseball ／ ?）

〈英作文〉
4 次の日本文を英語に直しなさい。
□⑴　彼は昨日，私の家族といっしょにいました。

□⑵　あの背の高い女の子はだれですか。

　次の英文は，次郎（Jiro）が自分の学校について説明したものです。これ
を読んで，学校のある場所を，右の図のア～オから選び，記号で答えなさい。
 〈富山〉
There is a river near our school.  We have to go across the 
river when we want to take a train.  The sea is closer to our 
school than the mountains.  We can see the sun on the horizon in 
the evening.
泫 across：～を横切って　sea：海　closer：close（近い）の比較級
horizon：水平線

□〔　 　〕
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1．主語と be動詞

2．過去を表す語句
・yesterday ＝「昨日」
・～ ago ＝「～前に」
ten years ago
＝「10 年前に」
three days ago
＝「３日前に」

・last ～＝「この前の～」
last night ＝「昨夜」
last week ＝「先週」
last year ＝「昨年」

・yesterday morning
〔evening〕
＝「昨日の朝〔夕方，晩〕」

１１ ⑴　be動詞は主語と時制
によって使い分ける。

⑵　「美香の大好きな教科
は何ですか。」とたずね
る文にする。

⑶　this carを主語にする。
⑷　some boysは複数。
２２ ⑴　「～で有名だ」＝ be   
famous for ～
⑶　what dayを文頭に置く。
３３〈群馬改〉
⑴　①　主語は3人称単数。
③　主語は複数。
⑵ 　There is〔are〕 ～. の
文に書きかえる。

⑶ 　⒜，⒝ともにMr. Khan
の発言内容に注目。

⑷　最後の２文をまとめる。

〈文の書きかえ〉
１１〔　　〕内の指示に従って答えるとき，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　They are Tom’s friends.　〔主語を Iにかえて〕

I  Tom’s friend.
□⑵　Mika’s favorite subject is English.
 〔下線部が答えの中心となる疑問文に〕

  Mika’s favorite subject ?
□⑶　This is a new car.　〔ほぼ同じ内容を表す英文に〕

This   new.
□⑷　There（is, are, was, were）some boys in the park two hours 
ago.　〔適語を選べ〕 

〈英作文〉
２２ 次の日本文を英語に直しなさい。
□⑴　私たちの学校はバスケットボールで有名でした。

□⑵　公園にはたくさん大きな木があります。（there，manyを用いて）

□⑶　今日は何曜日ですか。

３３ 次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

Akira 　①　 a junior high school student now.  Mr. Khan, a 
teacher from India, visited his house last Sunday.
Akira said, “I’m studying about India at school now.  ②India 
is a large country with a lot of people.  Right ?”
“Yes.  We have a long history and there 　③　 many famous 
beautiful places,” said Mr. Khan.  Then Akira’s father said, “Do 
you know the Japanese word, daruma, Akira ?  This word comes 
from India.”
泫 junior high school student：中学生　India：インド　word：ことば

□⑴　①，③の　　に適する be動詞を入れなさい。
①　 　③　

□⑵　下線部②の文を次のように書きかえるとき，　　に適する語を書きな
さい。　There  a lot of people in India.

□⑶　本文の内容に合うように，　　に適する語を書きなさい。
⒜　The  of India is long.
⒝　They  many famous beautiful places in India.

□⑷　明がインドに関することで父から聞いたことを，日本語で書きなさい。
〔　 〕

5

数 人称 主語 現在形 過去形

単
　
　
数

1 I am was
2 you are were

3
he
she
it

is was

複
　
数

1 we are were
2 you are were
3 they are were


