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1 I am 〜 . / You are 〜 . の文
008

〈英文和訳①〉I am 〜 . / You are 〜 . の文の意味と働き

次の英文を日本文にしなさい。
⑴

I am Tanaka Mamoru.

⑵

I am a junior high school student.

□⑶

You are Mr. Brown.

□⑷

You are a college student.

⑸

I am a doctor.

⑹

You are a nurse.

□⑺

I’m a baseball player.

□⑻

I’m a singer.

⑼

You’re a teacher.

□⑽

I am from Miyagi.

□⑾

I am a music teacher.

□⑿

You are from Fukuoka..

□⒀

You are Ann Brown.
own.

□⒁

I’m an English
nglish teacher.

S

⒂

I’m from
rom New York.
ork.
k.

⒃

You’re
e a basketball
all player.

009
次の文の（
⑴

〈適語選択①〉
適語
① be 動
①〉
動詞の用法
用法
）内に最もよくあてはまる語を選びなさい。
最もよくあてはまる

I（am, are）Ken.

□⑵

Hi, I（am, are）Kaori.

□⑶

You（am, are）Mr. Smith.

⑷
□⑸
⑹

e
l
p
m
a

You（am, are）from Saitama.
I（am, are）a student.
I（am, are）a high school student.

□⑺

You（am, are）Ms. Mori.

□⑻

You（am, are）an English teacher.

⑼
□⑽

12

I（am, are）a baseball player.
You（am, are）a doctor.

I am 〜 . / You are 〜 . の文

010
（

〈条件英作文①〉I am 〜 . / You are 〜 . の肯定文

）内の語句を用いて，次の日本文を英文にしなさい。

□⑴ 私はかおりです。（Kaori）
□⑵ 私はパイロットです。（a pilot）
⑶ 私は科学者です。（a scientist）
⑷ 私は英語の先生です。（an English teacher）
□⑸ 私はニューヨーク出身です。（New York）
□⑹ 私は高校生です。（a high school student）
□⑺ 私はバスケットボール選手です。（a basketball player）
□⑻ 私は日本人です。（a Japanese）
□⑼ 私は看護師です。（a nurse）
□⑽ 私は北海道出身です。（Hokkaido）

e
l
p
m
a

⑾ あなたはオーストラリア出身です。（Australia）
□⑿ あなたは大学生です。（a college student）
□⒀ あなたは少年です。（a boy）

music teacherr）
□⒁ あなたは音楽の先生です。（a mus
doctor）
□⒂ あなたは医者です。（a doc
k）
ャックで
□⒃ あなたはジャックです。
（Jack

S

たはテ
ァンです。
ンです。（a tennis fan）
⒄ あなたはテニスのファンです。

player）
たは
選手です。
手です。（a soccer pla
□⒅ あなたはサッカー選手です。
Mr. Green）
はグ
んです。（Mr
□⒆ あなたはグリーンさんです。

011
次の文の（
□⑴
⑵

〈適語選択②〉
語
〉a と an の
の用法
）内に最もよくあてはまる語を選びなさい。どちらも不要な場合には×を書きなさい。
最もよくあて

You are（a, an）teacher.
I’m（a, an）Sachiko.

□⑶

I am（a, an）junior high school student.

□⑷

I am（a, an）girl.

⑸

You are（a, an）English teacher.

□⑹

You are（a, an）science teacher.

□⑺

I am（a, an）artist.

□⑻

You are（a, an）Mrs. Jones.

□⑼

I am（a, an）soccer fan.

⑽

You are（a, an）college student.

13
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012

〈書きかえ①〉I am 〜 . / You are 〜 . の肯定文

次の文の主語を，⑴〜⑸は I に，⑹〜⑼は you にかえて，文全体を書きなおしなさい。
⑴

You are a nurse.

□⑵

You’re a girl.

□⑶

You are from Paris.

⑷
□⑸

You are a high school student.
You’re a music teacher.

⑹

I am a doctor.

⑺

I’m from Canada.

□⑻

I am Suzuki Naoko.

□⑼

I am an English teacher.
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〈語順整序①〉I am 〜 . / You are 〜 . の肯定文の組み立て
の
の肯
み立て

次が意味の通る正しい文になるように
（
語が１語ずつあります。

）内の語句を並べかえ，文全体を書きなおしなさい。ただし，不要な
の語句を並べかえ，文全体を書きなおしなさい。た
え，文全体を書きなお
文全体を書きなお

□⑴ 私は田中和夫です。（a / am
m/T
Tanaka Kazuo
azuo / I）.

⑵ あなたはオーストラリア出身です。
オース
身です。（you’re / Australia / from / are）.

S

⑶ 私は英語の先生です。
英語
す。
。（a / English teach
teacher / an / I’m）.

□⑷ あなたは医者です。
者で
（doctor
ctor
t /a/a
am / you
ou / ar
are）.

□⑸ あなたは大学生です。
です （a / colleg
college / I’m / student / you’re）.

□⑹ 私は野球選手です。（a / player / I’m / baseball / tennis）.

⑺ 私はニューヨーク出身です。（a / am / I / New York / from）.

□⑻ あなたは中学校の先生です。（are / a / student / junior high school / you / teacher）.

□⑼ 私は少年です。（a / am / boy / I / are）.

⑽ あなたは歌手です。（a / singer / are / you / am）.
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014

〈書きかえ②〉主語や動詞の短縮

次の文の下線部を短縮形にかえて，文全体を書きなおしなさい。
⑴

I am Ito Kenji.

⑵

You are my sister.

□⑶
⑷

You are from Aomori.
I am a teacher.

□⑸

You are Jack.

□⑹

I am a tennis fan.

□⑺

You are Mariko.

⑻
□⑼

I am from Brazil.
You are a college student.

015

e
l
p
m
a

〈英作文①〉I am 〜 . / You are 〜 . の肯定文のまとめ
の
の肯
め

次の日本文を英文にしなさい。
□⑴ 私はパウロ（Paulo）
です。
私は高校生です。

Yamada Keiko）です。
□⑵ 私は山田桂子（Yamad
学生で
私は大学生です。

S

Tanaka Akio）です。
たは
□⑶ あなたは田中明夫
（Tana
は中
あなたは中学生です。
の先
□⑷ 私は音楽の先生です。

学の
あなたは数学の先生です。
す。
□⑸ 私は沖縄出身です。
です。
あなたは東京出身です。
□⑹ 私は日本出身です。

出身です。
あなたはブラジル（Brazil）
□⑺ あなたは理科の先生です。
私は学生です。
□⑻ 私は医者です。
あなたは看護師です。
□⑼ 私は野球選手です。
あなたはサッカー選手です。
です。
□⑽ あなたはブラウンさん（Mr. Brown）
あなたは歌手です。
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016

〈英文和訳②〉I am[You are] 〜 . の否定文・疑問文の意味と働き

次の英文を日本文にしなさい。
□⑴

I am not an English teacher.

□⑵

You are not Tom.

□⑶

I’m not an artist.

□⑷

You aren’t a junior high school student.

□⑸

I’m not Bob.

⑹

I’m not from Brazil.

□⑺

I am not a college student.

□⑻

You aren’t a baseball player.

□⑼

You’re not from Okinawa.

□⑽

I’m not a music teacher.

e
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⑾

Are you a high school student?

⑿

Yes, I am.（⑾の答え）

□⒀ Are you a doctor?
□⒁

No, I’m not. I’m a scientist.
ist.（⒀
（⒀の答え）

⒂ Are you a nurse?
⒃

Yes, I am.（⒂の答
（⒂の答え）

f
Chiba?
ba?
a?
⒄ Are you from
⒅

S

No, I’m not. I’m from Tokyo
Tokyo.（⒄の答え）
（⒄の答え

□⒆

Are you
u a tennis player?
layer?

□⒇

Yes, I am.（
（⒆の答え）

017
次の文の（

〈適語選択③〉
語選
選 ③〉be 動詞の用法
）内に最もよくあてはまる語を選びなさい。

⑴

I（am, are）not a teacher.

⑵

You（am, are）not Kayo.

□⑶
⑷

You（am, are）not an English teacher.
I（am, are）not from Japan.

□⑸

You（am, are）not a student.

□⑹

I（am, are）not a tennis fan.

⑺ （Am, Are）you from Japan?
□⑻ （Am, Are）I a soccer player?
⑼ （Am, Are）you a college student?
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018

〈書きかえ③〉I am[You are] 〜 . の否定文・疑問文

⑴〜⑽は否定文に，⑾〜⒆は疑問文に書きかえなさい。
□⑴
⑵

I am Keiko.
I am a baseball player.

□⑶

I’m a college student.

□⑷

You are Koji.

□⑸

You’re a music teacher.

⑹

I’m from Australia.

□⑺

You’re an artist.

□⑻

You are a junior high school student.

□⑼

I’m a student.

□⑽

You are a nurse.

⑾

You are a student.

⑿

You’re an English teacher.

□⒀
⒁

You are a tennis player.
You are from Canada.

□⒂

You’re a scientist.

□⒃

You’re a science
ience teacher.
You are M
Megumi.

⒅

You are from Nagasaki.
agasaki.
gasaki.

⒆

You are
e a pilot.
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〈条件英作文②〉
件
② I am[You
am
am[Y
are] 〜 . の否定文・疑問文

）内の語句を用いて，次の日本文を英文にしなさい。
て，次の日本

□⑴ 私はテニス選手ではありません。（a tennis player）
□⑵ 私は野球選手です。（a baseball player）
□⑶ 私は隆史ではありません。（Takashi）
□⑷ 私は健です。（Ken）
□⑸ あなたは歌手ではありません。（a singer）
□⑹ あなたは音楽の先生です。（a music teacher）
□⑺ あなたはサッカーファンですか。（a soccer fan）
□⑻ いいえ，ちがいます。（⑺の答え）
□⑼ あなたはブラジル出身ですか。（Brazil）
□⑽ はい，そうです。（⑼の答え）
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020

〈英問英答〉I am[You are] 〜 . の疑問文と答え方

次の疑問文に（
□⑴
⑵

）内の語を用いて答えなさい。

Are you Kanako?（Yes）
Are you an English teacher?（Yes）

□⑶

Are you Kenta?（No）

□⑷

Are you a college student?（No）

□⑸

Are you Mr. Brown?（Yes）

⑹

Are you from Australia?（No）

⑺

Are you a science teacher?（No）

□⑻

Are you from Brazil?（Yes）

□⑼

Are you Ms. Green?（No）
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〈語順整序②〉I am[You are] 〜 . の否定文と疑問文の組み立て
否定文
定文と
組み立て

次が意味の通る正しい文になるように（
が１語ずつあります。

）内の語句を並べかえ，文全体を書きなおしなさい。ただし，不要な語
の語句を並べかえ，文全体を書きなおしなさい。ただ
え，文全体を書きなおし
全体を書きなおし

□⑴ 私は由紀子ではありません。
ん。（a
am / Yukiko
ko / I’m / not
no ）.

□⑵ あなたは大学生ではありません。
大学生
せん。（a / aren’t / you / college stu
student / not）.

S

⑶ 私はカナダ出身ではありません。
ナ
はありません。
ありません。（I / from / am / Canada
da / n
not / an）.

□⑷ あなたは英語の先生ではありません。
語の
あ
ありません
（English
nglish teacher / an / you’re / not / are）.

⑸ あなたは高校生ですか。
です
（you / a / high school student / are / an）?

⑹ はい，そうです。（I / am / yes / are / ,）.（⑸の答え）

?
⑺ あなたは九州出身ですか。（from / Kyushu / am / are / you）

⑻ いいえ，ちがいます。（no / I / not / I’m / ,）.（⑺の答え）

□⑼ あなたはバスケットボール選手ですか。（you’re / basketball player / a / are / you）?

□⑽ いいえ，ちがいます。（I’m / no / you’re / not / ,）.（⑼の答え）
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022

〈書きかえ④〉主語や動詞の短縮

次の文の下線部を短縮形にかえて，文全体を書きなおしなさい。
⑴

I am not Suzuki Koji.

⑵

You are not Jane.

⑶

You are not from New York.

□⑷

No, I am not.

□⑸

You are not a singer.

□⑹

I am not a teacher.

⑺

You are not a baseball player.

□⑻

No, you are not.

□⑼

No, you are not.
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〈英作文②〉I am[You are] 〜 . の否定文・疑問文のまとめ
否定文
定文
まとめ

次の日本文を英文にしなさい。
□⑴ 私は絵美（Emi）
ではありません。
。
です。
私は久美（Kumi）
りませ
□⑵ 私は医者ではありません。
学者で
私は科学者です。

S

ke）ではありません。
□⑶ あなたはマイク
（Mike
たは
red）です。
はフ
あなたはフレッド
（Fred

野球
ありません
ありません。
□⑷ あなたは野球選手ではありません。
ニス
あなたはテニス選手です。

ではありません。
□⑸ 私は音楽の先生ではありません。
す。
私は英語の先生です。
ですか。
□⑹ あなたは由美（Yumi）
はい，そうです。
□⑺ あなたは日本出身ですか。
はい，そうです。私は北海道（Hokkaido）出身です。
□⑻ あなたは数学の先生ですか。
はい，そうです。
ですか。
□⑼ あなたは秋子（Akiko）
です。
いいえ，ちがいます。私は葉子（Yoko）
□⑽ あなたは中学生ですか。
いいえ，ちがいます。高校生です。
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