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be動詞1

⑴　意味　be動詞（am，are，is）には「～だ」と「（～に）いる〔ある〕」の意味がある。
He is an English teacher.　（彼は英語の先生です。）

Jane’s brother is in Paris.　（ジェーンのお兄さんはパリにいます。）

⑵　be動詞の種類　be動詞は主語の人称・数・時制によって形がかわる。

⑴　否定文の表し方　否定文は be動詞のあとに notをおく。
⑵　疑問文の表し方と答え方　疑問文は be動詞を主語の前に
出す。答えるときは，be動詞を用いて答える。

⑶　短縮形　is not→ isn’t，are not→ aren’t，
was not→wasn’t，were not→weren’t

⑴　意味と用法　「…に～がある〔いる〕」と言うときは，〈There is［are］＋名詞＋場所を表す語句.〉で表す。be動
詞のあとにくる名詞が単数のときは is，複数のときは areを用いる。

⑵　否定文の表し方　否定文は be動詞のあとに not

をおく。
⑶　疑問文の表し方と答え方　疑問文は be動詞を

thereの前に出す。答えるときは，thereと be

動詞を用いて答える。
⑷　someと any　肯定文中の someは否定文・疑問文中では anyを使って表す。
⑸　過去の文　「…に～があった〔いた〕」と過去のことを言うときは，be動詞を過去形にする。

There were  some students in the room.　（部屋の中に生徒が何人かいました。）

⑹　Here is［are］ ～.の文　「ここに～がある〔いる〕」と言うときは〈Here is［are］＋名詞.〉で表す。
Here is Tom’s eraser.　（ここにトムの消しゴムがあります。）

　　　　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 singer.⇒ I am a  　　　　　.

I am a singer. 私は歌手です。

We were busy last week. 私たちは先週忙しかった。

be動詞の意味と形1

主語（単数） 現在形 過去形 主語（複数） 現在形 過去形
I（１人称） am was we（１人称） are were

you（２人称） are were you（２人称） are were

he，she，itなど（３人称） is was theyなど（３人称） are were

原形 過去分詞
be been

They are not mine. それらは私のものではありません。

Is Tom busy? トムは忙しいですか。

be動詞の否定文と疑問文2

［肯定文］　 Tom is busy.

［否定文］　 Tom is not  busy.

［疑問文］ Is  Tom busy?

［答えの文］ Yes, he is . / No, he is not［isn’t］.

There are some apples on the table.　テーブルの上にはリンゴがいくつかあります。

There is［are］ ～.の文3

［肯定文］　 There are some apples on the table.

［否定文］　 There are not  any apples on the table.

［疑問文］ Are  there any apples on the table?

［答えの文］ Yes, there  are. / No, there  are not［aren’t］.

参考となる語群
student

be 動詞を用いて「～だ」「（～に）いる〔ある〕」などの意味を表す文を学習します。また，「…に～がある〔いる〕」と言う
文を学習します。

この課で
学ぶこと
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〈be動詞の意味と形〉　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 14 歳です。
 I 　 fourteen years old.　
□⑵　健とディックは私のよい友達です。
 Ken and Dick 　 my good friends.

□⑶　あの男の人は明子のお父さんです。
 That man 　 Akiko’s father.

□⑷　私はきのうとても忙しかった。
 I 　 very busy yesterday.

□⑸　ビルと私は昨年同級生でした。
 Bill and I 　 classmates last year.

〈be動詞の否定文と疑問文〉　次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえる
とき，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　I am a Japanese teacher.　（否定文に）
 I 　　　 a Japanese teacher.

□⑵　They were in the library.　（否定文に）
 They 　 in the library.

□⑶　These are my pens.　（否定文に）
 These 　 my pens.

□⑷　Jane is at home.　（疑問文に）
 　　　 at home?

□⑸　It was cloudy in Osaka.　（疑問文に）
 　　　 cloudy in Osaka?

〈There is［are］ ～.の文〉　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の
語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴　家のそばに自転車があります。
 （a bike / is / the house / there / by）.
  

□⑵　公園には自動車が２台あります。
（in / there / the park / cars / two / are）.

  

□⑶　かごの中に卵はありません。
（eggs / the basket / there / in / aren’t / any）.

  

□⑷　動物園にライオンはいましたか。
（lions / the zoo / were / any / in / there）?

  

1

2

3

1.  be動詞

確 認 問 題 プラスアルファ
現在形の短縮形
I am→ I’m

we are→we’re

you are→ you’re

he is→ he’s

she is→ she’s

it is→ it’s

they are→ they’re

There is［are］ ～. の
書きかえ

There is［are］ ～. は have

［has］を使ってほぼ同じ意味
を表せる場合がある。
There are two parks in our 

town.

＝Our town has two parks.

（私たちの町には公園が２つ
あります。）

「いくつの～がありま
すか」

「いくつの〔何人の〕～があり
ますか〔いますか〕」は〈How 

many＋名詞の複数形＋are 

there～?〉を使い，There is

［are］ ～.を使って答える。
How many chairs are there 

in the room?

（部屋にはいすがいくつあり
ますか。）
─ There are ten （chairs）.
　　（10 あります。）
How many students are 

there in the classroom?

（教室には生徒が何人います
か。）
─ There are five 

（students）.（５人です。）

関連
1

関連
3
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次の（　　）内の指示に従って英文を書くとき，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　There are three dogs under the table.　（下線部を a dogにかえて）
 　　　 a dog under the table.

□⑵　Emi was in her room.　（疑問文に）
 　　　 in her room?

□⑶　There are a lot of people in the hall.　（過去の文に）
 　　　 a lot of people in the hall.

□⑷　Is there a big park in your city?　（Noで答えて）
 ─No, 　　　.

次の英文の　　　に適する語を書いて，対話文を完成させなさい。

□⑴
　　A: Are 　 a music teacher?

 　B: Yes, I 　.

□⑵
　　A:　 Ken and Tetsu brothers?

 　B: No, they 　.

□⑶
　　A:　　　 any beautiful dishes at the shop?

 　B:　, there were.

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　私はとても疲れています。
 　 very tired.

□⑵　彼らは同じクラスです。
 　　　 in the same class.

□⑶　ボブはロンドン出身ではありません。
 Bob 　　　 London.

□⑷　ケイトとジェーンは教室にいませんでした。
 Kate and Jane 　 in the classroom.

□⑸　あなたの町には大きな動物園がありますか。─はい，あります。
 　　　 a big zoo in your city?

 ─ Yes, 　　　.

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

□⑴　公園にはベンチがあります。
 （a bench / the park / is / there / in）.
  

□⑵　窓の近くには何がありますか。
 （near / what / the window / is）?
  

□⑶　ロサンゼルスは晴れでしたか。
 （it / Los Angeles / was / in / fine）?
  

1

2

⎩
―
⎨
―
⎧

⎩
―
⎨
―
⎧

⎩
―
⎨
―
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⎩
―
⎨
―
⎧

3

4
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次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　There are some books on the desk.　（過去の文に）
  

□⑵　Mr. Smith was a soccer player.　（否定文に）
  

□⑶　Is he popular in Japan?　（主語を複数形に）
  

□⑷　There are four cats on the sofa.　（下線部をたずねる疑問文に）
  

次の英文を（　　）内の指示に従ってほぼ同じ内容を表す文に書きかえなさい。

□⑴　She plays the piano well.　（She isで始めて）
  

□⑵　That house has a big swimming pool.　（There isで始めて）
  

□⑶　There is no water in the bottle.　（notを使って）
  

次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　彼女はとてもじょうずな歌手です。
  

□⑵　私の母はそのとき台所にいました。
  

□⑶　テーブルの上には卵がいくつかありました。
  

□⑷　空には雲１つありません。
  

次の由香里（Yukari）が書いた英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

　⑴　文中①，③の（　　）内の語を，適する形になおしなさい。
　□①　　　　□③　　
□⑵　下線部②をほぼ同じ内容を表す文に書きかえるとき，　　　に適する語を書きなさい。
　　　Our leader, Kenta, 　 a very good cook. 

□⑶　本文の内容について，次の問いに英語で答えなさい。
　　　How many members are there in the cooking club now?　 

1

2

3

4

　I’m Yukari.  I’m a junior high school student in Yokohama.  I’m in the cooking club.  There ①
（be） only eight members in the club last year.  Some students joined us this year and now we have 

twelve members.  We cook in our cooking room on Friday afternoon.  ②Our leader, Kenta, cooks 

very well.  Last Friday, we cooked curry and rice.  It ③（be） very good.  *Are you interested in 

cooking?  Let’s cook together!　（71 words）
（注）be interested in ～：～に興味がある

5

1.  be動詞
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