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⑴ 意味と用法　「私は～です」は〈I am ～.〉，「あなたは～です」は〈You are ～.〉で表す。「～です」にあたる
am，areを be動詞といい，Iのときは amを，youのときは areを使う。

⑵ 短縮形　〈I am ～.〉は〈I’m ～.〉，〈You are ～.〉は〈You’re ～.〉と表すこともできる。I’m，You’reのように短
くした形を短縮形という。　　I am Mari.＝I’m Mari.　　You are Tom.＝You’re Tom.

a［an］の用法　ものの名前を表す語を名詞といい，その名詞が１人の人や１つのものである場合に，前に a を

つける。ただし，母
ぼ

音
いん

（日本語の「ア，イ，ウ，エ，オ」に似た音）で始まる語の前には aではなく anをつける。
aや anは「１人〔１つ〕の～」という意味だが，日本語に訳さないことが多い。
a student　（１人の学生）　　　an artist[^;Rtist]　（１人の芸術家）　　　an English teacher　（１人の英語の先生）
　　　名詞   母音（日本語の「アー」に似た音） 母音（日本語の「イ」に似た音）

  人名や国名・地名などの前には aや anはつけない。　　（×） a Nancy（ナンシー）　　（×） a Japan（日本）

  意味と用法　〈from ＋地名〉は「～出身の」という意味を表す。地名はつねに最初の文字を大文字で書く。

⑴ 否定文とは　「～ではありません」と打ち消す文を否定文という。
⑵ 否定文の表し方　「私は～ではありません」は，amのあとに notをおき，〈I am not ～.〉で表す。「あなたは

～ではありません」は，areのあとに notをおき，〈You are not ～.〉で表す。
⑶ 短縮形　are notは aren’tで表すこともできる。   am notは短縮することはできない。

You are not a teacher.＝You aren’t a teacher. / You’re not a teacher.

⑴ 疑問文とは　「～ですか」とたずねる文を疑問文といい，文の終わりにクエスチョンマーク（?）をつける。
⑵ 疑問文の表し方　「あなたは～ですか」とたずねる文は，areを主語 youの前に出し，〈Are you ～?〉で表す。
⑶ 答え方　Yes, I am. / No, I am not.で答える。Yes / Noのあとにはコンマ（,）をつける。Noの答えはNo, I’m

not.とも表せる。　　   Yes, I am.の I amは短縮形にしない。

⑷ 文の読み方　文の最後を上げ調子で読む。　　　Are you Mr. Brown?　（ ）

基本文と知っている単語を組み合わせて文を作り，言ってみよう。
I am a student. ⇒ I am a［an］ 　　　　　　　.

I am Mari.　私は真理です。　　　　You are Tom.　あなたはトムです。

I am ～. / You are ～.の肯定文1

I am a student.　私は学生です。　　You are an artist.　あなたは芸術家です。

aと an2

I am from Tokyo.　私は東京出身です。

from＋地名3

I am not Nancy.　私はナンシーではありません。　　You are not a teacher.　あなたは先生ではありません。

I am［You are］ ～.の否定文4

Are you Mr. Brown?　　　　　  あなたはブラウンさんですか。

―― Yes, I am. / No, I am not.　―― はい，そうです。/ いいえ，ちがいます。

You are ～.の疑問文5

参考となる語群
teacher，artist

I am ～. / You are ～.の文1
自分を指して「私は～です」，話し相手を指して「あなたは～です」と言う文を学習します。また，「私〔あなた〕は～で
はありません」と否定する文と，「あなたは～ですか」とたずねる文も学習します。

この課で
学ぶこと

～で ち消す
「私 りませ

は， reのあ

Na 。　　Y

地名は用法
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なく

人の

（×）
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1. I am ～. / You are ～.の文

　　〈I am ～. / You are ～.の肯定文〉 次の日本文にあう英文になるように，

に適する語を書きなさい。

□⑴　私は優香です。

Yuka.

□⑵　あなたは誠です。

Makoto.

　　〈aと an〉　次の英文の に，aまたは an のいずれか適する語を書きなさ

い。aまたは an が不要な場合には×を書きなさい。

□⑴　I am high school student.

□⑵　You are English teacher.

□⑶　I am  Yasuda Mei.

　　〈from＋地名〉　次の日本文にあう英文になるように， に適する語を書

きなさい。

□⑴　私は横浜出身です。

  
Yokohama.

□⑵　あなたは福岡出身です。

  
Fukuoka.

　　〈I am ～. / You are ～.の否定文〉　次の英文を否定文に書きかえるとき，

に適する語を書きなさい。

□⑴　I’m twelve years old.

twelve years old.

□⑵　You are from Ueda.

You  from Ueda.

　　〈You are ～.の疑問文〉　次の英文を疑問文に書きかえ，さらに与えられた語

で答えるとき， に適する語を書きなさい。

□⑴　You are Kento.

Kento? 

　― Yes, .

□⑵　You are from Hokkaido.

from Hokkaido? 

　―No,  .

1

2

3

4

5

I，youの意味
「わたし」「ぼく」など

日本語には自分を指すことば
がたくさんあるが，英語では
「わたしは」「わたくしは」「ぼ
くは」「おれは」はいずれも
Iで表す。youは「あなたは」
「きみは」などと訳す。

am，areの意味
am，areは「～です」

「～である」「～だ」という意
味。日本語では「私は恵子で
す。」を「私は恵子。」，「あな
たは誠です。」を「あなたは
誠。」と「です」を省略する
ことがあるが，英語では am

やareを省略することはない。

,（アポストロフィ）と
,（コンマ）

形は同じだが，位置がちがう
ので書くときに注意しよう。
’（アポストロフィ）
短縮形で，省略された文字
のかわりにつける。
I am → I ’m

, （コンマ）
疑問文に対する答えの文の
YesやNoのあとにつける。

疑問文と符号
日本語では文の終わり

を示すしるしとして「。」（ま
る，あるいは句

く

点
てん

という）を
使う。これは肯定文や否定文
のほか疑問文のときも使う。
一方，英語では疑問文の終わ
りには必ず「?」（クエスチョ
ンマーク）をつける。疑問文
には「.」（ピリオド）は使わな
いので注意すること。

1

1

3～5

5
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身です
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する
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aaSaaaSaa
Fukuoka.Fukuoka.

e ～～..の否定文〉　次の英文を否定文次の英文を

なさい。なさい。S

やeeeee
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1. I am ～. / You are ～.の文

　　右の絵を見て，次の条件に適する文を完成させなさい。

□⑴　アンが「私は～です」と自己紹介する文。

Ann Brown. 

□⑵　由紀が「あなたは～です」とアンの名前を確認する文。

Ann Brown.

 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　私は医師です。 I  doctor.

□⑵　あなたは中学生です。 You  junior high school student.

□⑶　私は神戸出身です。 Kobe.

□⑷　あなたは英語教師です。   English teacher.

 ⑴は「私は～ではありません」，⑵は「あなたは～ではありません」という文を完成させなさい。

□⑴  Naoki. □⑵　 from China.

　　左の絵を見て，「あなたは～ですか」「はい〔いいえ〕。私は～です」という対話文を完成させなさい。

□⑴　  Takuya? 

　　― Yes, .  Takuya.

□⑵   from Iwate?

― No, . from Yamagata.

　　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴　私は歌手ではありません。　（ not / singer / am / a / I ）.

□⑵　あなたはエジプト出身ですか。　（ from / you / Egypt / are ） ?

　　次の日本文を英文にしなさい。

□ 私は吉
よし

田
だ

浩
こう

二
じ

です。私は仙台出身です。

1

2

3

4
⑴

⑵ 山形

5

6
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□⑵　 eeee
ですか」「はい〔いいえ〕。私は「はい〔いいえ〕。私 ～～です」とです」と
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Sa
m

Sa
m

Sa
m

Sa
m

Sa
m

SaSa
mmmmm

― Yes, YesaaaaSS
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1. I am ～. / You are ～.の文

1 次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　I am Jane Smith.　（短縮形を使って）

□⑵　I am from Korea.　（主語を youにかえて）

□⑶　I am a vet.　（下線部を artistにかえて）

2 左の絵を見て，次の問いに英語で答えなさい。

□⑴　Are you Mr. Yamada?

□⑵　Are you a dentist?

3 次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。ただし，不要な語が 1語

ずつあります。

□⑴　あなたは音楽の先生です。　（are / teacher / you’re / music / a）.

□⑵　私は消防士ではありません。　（fire / not / am / fighter / a / I’m）.

□⑶　あなたはドイツ出身ですか。　（from / a / are / Germany / you） ?

4 左の はブラウンさんを紹介するメモの一部です。ブラウンさんになったつもりで，次のことについて紹介

する英文を書きなさい。（「私は～です」という文にする）

□⑴　名前

□⑵　出身地

□⑶　職業

⑴

⑵

メモ
名前：マイク・ブラウン
　　　（Mike Brown）
出身地：オーストラリア
　　　　（Australia）
職業：音楽家（musician）

演 習 問 題 B
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