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教科書 P.16 ～ 21

1　I am Tanaka Hana. 私は田中花です。

2　You are a dancer. あなたはダンサーです。

3　I play tennis. 私はテニスをします。

１　 be動詞 am の肯定文　「私は～です。」と言うときは，「～です」に be動詞 am を使って<I am ～.>で表す。

　　　　I am Tanaka Hana. 

      　　　　   　 姓　　名 →日本人の名前を英語で言うときは，①「姓＋名」と②「名＋姓」の言い方がある

　　　　　　　I amは I'm と短縮できる

２　 be動詞 are の肯定文　「あなたは～です。」と言うときは，「～です」に be動詞 are を使って<You are ～.>で表す。
　　　You are a dancer.

           　　 You areは You're と短縮できる

３　 一般動詞の肯定文　「私は～します。」と動作や状態について言うときは，play「（スポーツ・ゲームなどを）する」

や like「…が好きである」などの一般動詞を使って<I＋一般動詞 ～.>で表す。
　　　I play tennis.

           　　英語では動詞は主語のすぐあと

　　　You のときも Iと同じ playを使う。

　　　You play tennis.

□ city □T名　市；都市｟townよりも大きい都市｠□much □T副  　とても
□ comic □T名　〔comics〕漫画の本 □ now □T副  　今は
□ dancer □T名　ダンサー □ every day □毎日
□Ms. □T名　…先生 □ very much □とても
□ skier　 □T名　スキーヤー iguana T名　イグアナ
□ swimmer □T名　水泳選手，泳ぐ人 Jing T名　ジン｟名前｠
□ turtle　 □T名　カメ London T名　ロンドン｟地名｠
□ live □T動　住んでいる Lucy Brown T名　ルーシー・ブラウン｟名前｠
□ every □T形　毎…，…ごとに Mark T名　マーク｟名前｠
□ thirsty　 □T形　のどのかわいた

例

例

例

例

主な一般動詞

　・eat「食べる」　　　・live「住んでいる」　　　・read「読む」　　　・watch「見る」

　・have「持っている」 ・study「勉強する」 ・make「作る」 ・drink「飲む」

単語・語句単語・語句 ①読み方と意味を確認しよう。②つづりと発音に注意して，自分で言えるように練習しよう。

　　　　be動詞 am / are と一般動詞の肯定文を身につける。　目 　　標

be動詞 am / areと一般動詞の肯定文学習のポイント
基本文基本文 読み方と意味を確認しよう。

LessonL ooooLesson

1⑴ About Me  Part 1

解解 説説 意味や使い方を理解したら，基本文を自分で言えるように練習しよう。
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1　次の絵の中の語句を使って，「私は～です。」という英文を書きなさい。

　  I am[I'm] Yamada Mio.

□⑴ 　　　

□⑵ 　

□⑶ 　

2　次の（　　）内の語（句）を使って，「私は～です。」という英文を書きなさい。
　 ( fine ) →　I am[I'm]  fine.

□⑴　( sad )

　　　

□⑵　( thirsty )

　　　

□⑶　( a dancer )

　　　

3　次の英文について，下線部を（　　）内の語にかえて書きかえるとき， にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　I am happy.　(You)

　　　You are  happy.

4　次の英文の に，（　　）内の意味を表す動詞を書きなさい。

□⑴　I play  basketball.　(（スポーツなどを）する )

□⑵　I live  in Yokohama.　(住んでいる )

□⑶　I like  music.　(…が好きである )

□⑷　You study  English.　(勉強する ) 
 

例

Yamada Mio Sasaki Ken Chris Brown Yang Meiling

⑴ ⑵ ⑶

例

I am[I'm] Sasaki Ken.

I am[I'm] Chris Brown.

I am[I'm] Yang Meiling.

例

I am[I'm] sad.

I am[I'm] thirsty.

I am[I'm] a dancer.

□⑵　I am a swimmer.　(You)

　　　You are  a swimmer.

確 認 問 題確 認 問 題確 認 問 題確 認 問 題
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A　次の日本語を英語にしなさい。
□⑴　市，都市 city  □⑵　今は now

□⑶　水泳選手 swimmer  □⑷　のどのかわいた thirsty

□⑸　カメ turtle  □⑹　漫画の本 comic

□⑺　住んでいる live 　　　　 □⑻　ダンサー dancer

□⑼　スキーヤー skier  □⑽　毎…，…ごとに every

B　次の日本文に合う英文になるように， にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　私はスポーツがとても好きです。

　　　I like sports very  much .　

□⑵　あなたは毎日サッカーをします。

　　　You play soccer every  day .　

文法文法

1　次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。

□⑴　I am happy.　（I amを 1語で）

　　　

□⑵　I am a skier.　（主語を youに）

　　　

□⑶　I play tennis.　（a tennis playerを使って書きかえる）　

　　　

2 　　 次の日本文に合う英文になるように， にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　こんにちは。私は鈴木愛です。

　　　Hi.  I  am  Suzuki Ai.

□⑵　私は理科がとても好きです。

　　　 I  like  science very much. 

□⑶　あなたは北海道出身です。

　　　 You  are  from  Hokkaido.　　
 

単語・語句単語・語句

Fvery much「とても」

Fevery day「毎日」

I'm happy.

You are[Youre] a skier.

I am[I'm] a tennis player.

日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。

Fbe from...「…出身である」

基 本 問 題基 本 問 題基 本 問 題基 本 問 題

F「私はテニスをします」→「私はテニス選手です」
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