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⑴　意味と用法　①　「～です」というふつうの文は肯定文という。自分を指して「私は～です」というときは，〈I 

am～.〉の形で表す。Iは「私は」という意味で，いつも大文字で書く。amは「～です」という意味で，主語
が Iのときだけ使う。amは省略できない。人の名前は最初の文字を大文字で書く。

　　

　　②　話し相手を指して「あなたは～です」というときは，〈You are～.〉の形で表す。youは「あなたは」，are

は「～です」という意味。areは省略できない。主語が youのとき，「～です」は amではなく，areを使う。
　　

⑵　短縮形　I amを短くして I’mと表すことができる。この短くした形のことを短縮形という。短縮形では，省略
した文字の部分にアポストロフィ（ ’ ）をつける。You areの短縮形は You’reである。

　　I am Mike. → I’m Mike. / You are Yumi. → You’re Yumi.

⑶　敬称の使い方　Mr. ［Ms. / Mrs. / Miss］ ～　（～さん，～先生）
　①　Mr. …男性の姓または姓名の前につける。　　②　Ms. …女性の姓または姓名の前につける。
　③　Mrs. …結婚している女性の姓または姓名の前につける。
　④　Miss …結婚していない女性の姓または姓名の前につける。
　　　　Mr.を「～氏」，Mrs.を「～夫人」と訳す場合もある。

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つのものを表すとき，前に aをつける。aは「１つ
〔１人〕の」という意味だが，ふつう日本語には訳さない。母音（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。例 a student （１人の生徒）　　　an English teacher （１人の英語の先生）

                                                                　　　　　　　　　　　　　　  母音

　　　　 Mikeのような人名や，Japanのような国名・地名などには，aも anもつけない。

I am Mike.　　　　　私はマイクです。
You are Yumi.　        あなたは由美です。
You are Mr. White.　あなたはホワイトさんです。

I am ～. / You are ～.の肯
こう

定
てい

文1

［日本語］　私は　マイク　です。
     　　　　　   　　

［英　語］　   I        am     Mike .

［日本語］　あなたは　ホワイトさん　です。
     　　　　　   　　

［英　語］　    You             are      Mr. White .

文の最初の文字は大文字にし，ふつうの文の終わりにはピリオド（ . ）をつける。
I（「私は」）のように「～は」にあたる語を主語，amのように「～です」にあたる語を動詞という。
英語ではふつうの文は〈主語＋動詞 ～.〉の語順になり，そのほかの語句をあとに続ける。

英文のルール

I’m a doctor.　　　  私は医者です。
You are an artist.　あなたは芸術家です。

aと an2

I am ～. / You are ～.の文1

You a uは
語が yo なく

くして 形とい
分にア である

ike. 

使い
男性 . …女
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　　〈from＋地名〉で 「～出身の」の意味を表し，I amや You areのあとに続けることができる。
　　You are from America.　（あなたはアメリカの出身です。）
　　　　 Americaのような国名や Kyotoのような地名は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」と打ち消す文のことである。
⑵　否定文の表し方　①　〈I am ～.〉の文の amのあとに notをおくと，「私は～ではありません」という意味の否
定文になる。否定文は〈I am not ～.〉または〈I’m not ～.〉の形で表す。

　　　　 〈I amn’t ～.〉という形はない。
　　②　〈You are ～.〉の文の areのあとに notをおくと，「あなたは～ではありません」という意味の否定文になる。

否定文は〈You are not ～.〉または〈You aren’t ～.〉または〈You’re not ～.〉の形で表す。
　　You are not［aren’t］ a teacher.　（あなたは先生ではありません。）
　　You’re not a nurse.　　　　　   　（あなたは看護師ではありません。）
　　

⑴　疑問文とは　「～ですか」とたずねる文のことである。疑問文は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　〈You are ～.〉の文の areを主語 Youの前に出して〈Are you ～?〉の形にすると，「あなたは

～ですか」とたずねる疑問文になる。
⑶　答え方　〈Are you ～?〉の疑問文には Yes / Noを使って答える。Yes / Noのあとにはコンマ（ , ）をつける。答
えの文では主語が Iにかわる。

　　Are you ～?　（あなたは～ですか。） ―― Yes, I am.　（はい，そうです。）　　　 　〈Yes, I’m.〉とはしない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ―― No, I am［I’m］ not.　（いいえ，ちがいます。）
　　

　　　　 〈Are you ～?〉の文の終わりは上げ調子（ ）に読む。

I am from Kyoto.　私は京都の出身です。

from＋地名3

I am not a teacher.　私は先生ではありません。
You are not Mike.　 あなたはマイクではありません。

I am～. / You are～.の否定文4

［肯定文］　I am　　a junior high school student.　（私は中学生です。）
     　　　　　   　     　not を amのあとにおく。

［否定文］　I am not a junior high school student.　（私は中学生ではありません。）

Are you a high school student?　あなたは高校生ですか。
―― Yes, I am.　　　　　　　　　  ―― はい，そうです。

―― No, I am not.　　　　　　　   ―― いいえ，ちがいます。

You are ～.の疑問文5

［肯定文］　You are a doctor .　（あなたは医者です。）
     　　　　　   　　

［疑問文］　 Are you a doctor ?　（あなたは医者ですか。）

［答え方］　Yes, I am. / No, I am not.
　　　　　　　　　　 コンマ　　 （＝ I’m）

1.  I am ～. / You are ～.の文
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1.  I am ～. / You are ～.の文

　　〈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　私は里美です。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 Satomi.

□⑵　あなたは三島先生です。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 Ms. Mishima.

□⑶　私は高校生です。
　　　　　　　　　　　 a high school student.　
□⑷　あなたは技術者です。
　　　You 　　　　　　　　  　　　　　　　　 engineer.

□⑸　あなたはフランスの出身です。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 France.

□⑹　私は芸術家です。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 artist.

　　〈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 am Takeru.

　　　I 　　　　　　　　  　　　　　　　　 Takeru.

□⑵　You are a teacher.

　　　You 　　　　　　　　  　　　　　　　　 a teacher.

□⑶　I am from Kagoshima.

　　　I 　　　　　　　　  　　　　　　　　 from Kagoshima.

□⑷　You are Mr. Brown.

　　　You 　　　　　　　　  　　　　　　　　 Mr. Brown.

□⑸　I am a new student.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 a new student.

□⑹　You are from Japan.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 from Japan.

　　〈疑問文〉　次の英文を疑問文に書きかえるとき，　　　に適する語を書きなさい。また，答えの文を完成させな
さい。

□⑴　You are Nancy.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 Nancy? ―― Yes, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑵　You are from Hokkaido.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 from Hokkaido? ―― No, 　　　　　　　　 am 　　　　　　　　.

□⑶　You are an English teacher.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 an English teacher? ―― No, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑷　You are a baseball fan.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 a baseball fan? ―― Yes, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑸　You are Ms. Okada.

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 Ms. Okada? ―― No, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

1

I am
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I’m
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I’m an

2

am not

are not

am not

are not

I’m not
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1.  I am ～. / You are ～.の文

　　次の英文の下線部の誤りを訂正しなさい。

□⑴　You am a music teacher. 　　　　　　　　　 　　　　　　
□⑵　I aren’t Bob White. 　　　　　　　　　 　　　　　　
□⑶　You from Nagoya. 　　　　　　　　　 　　　　　　
□⑷　You not are an engineer. 　　　　　　　　　 　　　　　　
□⑸　Are you a doctor? ―― Yes, you are. 　　　　　　　　　 　　　　　　
□⑹　Are you an artist? ―― No, I amn’t. 　　　　　　　　　 　　　　　　

　　次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　I am from Osaka.　（主語を Youにかえて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　I am a science teacher.　（下線部を「英語の先生」にかえて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　You are Ms. Johnson.　（疑問文に）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　You’re a tennis player.　（下線部を Iにかえて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑸　I am Kumiko.　（否定文に）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑹　Are you from Australia?　（Noで答えて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑺　You’re not a soccer fan.　（肯定文に）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　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　私はラグビーの選手です。
　　　（player / am / rugby / I / a）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　あなたはニューヨークの出身ですか。
　　　（from / you / New York / are）?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　私は医者ではありません。
　　　（doctor / not / I / a / am）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　あなたは新入生ですか。
　　　（student / you / a / are / new）?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑸　あなたは英語の先生ではありません。
　　　（English / not / teacher / you’re / an）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1
I

am not
are from

are not［aren’t］
I am

am not

2

You are［You’re］ from Osaka.

I am［I’m］ an English teacher.

Are you Ms. Johnson?

I am［I’m］ a tennis player.

I am not［I’m not］ Kumiko.

No, I am not［I’m not］.

You’re［You are］ a soccer fan.

3

I am a rugby player.

Are you from New York?

I am not a doctor.

Are you a new student?

You’re not an English teacher.

演 習 問 題 A
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1.  I am ～. / You are ～.の文

1 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: 　　　　　　　　 you 　　　　　　　　 engineer?

　　　　B: Yes, I 　　　　　　　　.

□⑵
　　A: 　　　　　　　　 you a junior high school student?

　　　　B: No, 　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑶
　　A: 　　　　　　　　 you 　　　　　　　　 China?

　　　　B: Yes, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑷
　　A: 　　　　　　　　 you a music teacher?

　　　　B: No, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.  　　　　　　　　 a math teacher.

□⑸
　　A: 　　　　　　　　  　　　　　　　　 Masashi?

　　　　B: 　　　　　　　　, I 　　　　　　　　.

□⑹
　　A: 　　　　　　　　  　　　　　　　　 a soccer fan?

　　　　B: Yes, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

2 次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　You are a tennis player.　（主語を Iにかえて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　You are Bob.　（下線部を「日本の出身の」にかえて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　I am George.　（否定文に）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　Are you an art teacher?　（Noで答えて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑸　You’re not from America.　（肯定文に）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑹　Are you a junior high school student?　（Yesで答えて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 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　私は技術者ではありません。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　 engineer.

□⑵　あなたはボランティアですか。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　 volunteer?

□⑶　いいえ，ちがいます。〔⑵の答えとして〕
　　　　　　　　　　　, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

□⑷　私は看護師です。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　 nurse.

□⑸　あなたは静岡の出身ですか。
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　 Shizuoka?

□⑹　はい，そうです。〔⑸の答えとして〕
　　　　　　　　　　　, 　　　　　　　　  　　　　　　　　.

⎩
―
⎨
―
⎧ Are an

am

⎩
―
⎨
―
⎧ Are

I am not

⎩
―
⎨
―
⎧ Are from

I am

⎩
―
⎨
―
⎧ Are

I’m not I’m

⎩
―
⎨
―
⎧ Are you

Yes am

⎩
―
⎨
―
⎧ Are you

I am

I am［I’m］ a tennis player.

You are from Japan.

I am not ［I’m not］ George.

No, I am not［I’m not］.

You’re［You are］ from America.

Yes, I am.

I am not an

Are you a

No I’m not

I am a

Are you from

Yes I am

演 習 問 題 B
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4 次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語や符号を並べかえ，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　私は野球の選手です。
　　　（a / I / are / player / am / baseball）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　私は富山の出身ではありません。
　　　（from / not / I’m / Toyama / a）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　あなたは中学生ではありません。
　　　（school / junior / you / a / an / student / are / high / not）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　あなたは新入生です。
　　　（a / you’re / student / new / I’m）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑸　あなたは芸術家ですか。
　　　（an / you / a / are / artist）?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑹　いいえ，ちがいます。〔⑸の答えとして〕
　　　（am / are / no / I / not / , ）.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5 次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は隆（Takashi）です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　あなたは技術者です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　私はカナダの出身です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　あなたは医者ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑸　あなたはマイケル（Michael）ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6 次のようなとき，英語でどのように言えばよいですか。英文を書きなさい。

□⑴　自分がバレーボールのファンであることを伝えるとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑵　相手がイタリアの出身かどうか知りたいとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑶　自分が高校生ではないことを伝えるとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□⑷　相手が安藤先生（Ms. Ando）であることを確認したいとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

I am a baseball player.

I’m not from Toyama.

You are not a junior high school student.

You’re a new student.

Are you an artist?

No, I am not.

I am［I’m］ Takashi.

You are［You’re］ an engineer.

I am［I’m］ from Canada.

Are you a doctor?

You are not［aren’t］ Michael. / You’re not Michael.

〔例〕　I am［I’m］ a volleyball fan.

〔例〕　Are you from Italy?

〔例〕　I am［I’m］ not a high school student. 

〔例〕　Are you Ms. Ando?

1.  I am ～. / You are ～.の文
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