
主語とbe動詞の関係1 「～です」「～にある［いる］」

1  I am a girl.            私は女の子です。
2  You are hungry.         あなたはおなかがすいています。
3  He was at school yesterday.   彼は昨日学校にいました。

［主語がIの文］　　　 I    am  a student.　（私は学生です。）

［主語がyouの文］　You  are  a student.　（あなたは学生です。）

○現在形はam, are, is，過去形はwas, wereとなる。（➡3）
○be動詞の意味は「～です」（➡1）
　    　　  　 「～にある／いる」（➡2，3）

you の場合は are（右の表を参照）

※

□①　I am
　　　　　　　　　　　

□②　you are
　　　　　　　　　　　

□③　he is
　　　　　　　　　　　

□④　it is
　　　　　　　　　　　

□⑤　we are
　　　　　　　　　　　

□⑥　they are
　　　　　　　　　　　

※

□⑦　am
　　　　　　　　　　　

□⑧　are
　　　　　　　　　　　

□⑨　is
　　　　　　　　　　　

短縮形に

過去形に

英文の意味を表すように，［　　］に日本語を書きなさい。
⑴　I am a teacher.

   私は［ ］。
⑵　I was a teacher 10 years ago.

   私は10年前［ ］。
⑶　They were very happy at that time.

   彼らはその時とても［ ］。

日本文に合うように，（　　）内の適切な語（句）に○をつけなさい。
⑴　彼は先週忙しかったです。

   He （ is / was / were ） busy last week.
⑵　それは私のえんぴつです。

   （ I’m / It’s / It was ） my pencil.
⑶　私たちは今，公園にいます。

   （ We is / We’re / We were ） in the park now.

下線部の動詞の形を変えて過去の英文に書きかえるとき，　　　に適語
を書きなさい。

⑴　She is a student.
   She 　　　　　　　 a studeut last year.
⑵　You are in the classroom.

   You 　　　　　　　 in the classroom one hour ago.
⑶　We are in the park.

   We  　　　　　　　  in the park yesterday.
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be動詞1
状態や存在を表す動詞

　　　　 be動詞の使い分け
主語 現在形 過去形

単
数

I am was
you are were

he/she/it is was

複
数

we are were
you are were

we/you/they are were

覚えておこう
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be動詞の否定文・疑問文2 「～ではありません」／「～ですか」

※

□①　箱

　　　　　　　　　　　

□②　駅

　　　　　　　　　　　

□③　かばん

　　　　　　　　　　　

□④　昨日

　　　　　　　　　　　

□⑤　去年 （２語）
　　　　　　　　　　　

□⑥　昨夜 （２語）
　　　　　　　　　　　

□⑦　生徒

　　　　　　　　　　　

□⑧　先生

　　　　　　　　　　　

□⑨　忙しい

　　　　　　　　　　　

□⑩　背が高い

　　　　　　　　　　　

英語に

英文の意味を表すように，［　　］に日本語を書きなさい。
⑴　She was in New York last month.

   彼女は先月ニューヨーク［ ］。
⑵　She was not in New York last month.

   彼女は先月ニューヨーク［ ］。
⑶　Are they your bags?

   それらは［ ］。

日本文に合うように，（　　）内の適切な語（句）に○をつけなさい。
⑴　トムは背が高いですか。 いいえ，高くありません。

   Is Tom tall?  No,  he （ is / isn’t / not ）.
⑵　あなたの英語の先生は誰ですか。

   （ Are / Who are / Who is ）  your English teacher?
⑶　アヤとリカはよいテニス選手ではありませんでした。

   Aya and Rika （ were not / was not / are not ） good tennis 
players.

英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえるとき，_____に適語を書
きなさい。

⑴　I am sad now.　（否定文に）
   I 　　　　　　　 　　　　　　　 sad now.
⑵　Your sister was at home yesterday.　（疑問文に）

   　　　　　　　 your sister at home yesterday?
⑶　They were at the station 10 minutes ago.　（下線部を問う文に）

   　　　　　　　 　　　　　　　 they 10 minutes ago? 
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4  I am not a student.        私は生徒ではありません。
5  Were you busy yesterday?    あなたは昨日忙しかったですか。
6  What is this?  It is a box.    これは何ですか。 それは箱です。

［ふつうの文］  I am       a writer.  （私は作家です。）
　　　　　　　　　　　　↓

［否定文］      I am not a writer.  （私は作家ではありません。）

［疑問文］      Are  you a writer? （あなたは作家ですか。）

○be動詞の疑問文は，
　〈be動詞＋主語 ...？〉の順。（➡5）
○疑問詞の疑問文は，

　〈疑問詞＋be動詞〉+主語 ...?〉の順。（➡6）

be動詞の後ろにnot

be動詞を文のはじめに

　　　　 Yes/Noで答える疑問文
be動詞の疑問文 → Yes, No で答える。
Is this your book?

Yes, it is. 
（これはあなたの本ですか？

はい，そうです。）
疑問詞の疑問文 → Yes, Noで答えない。
What is this?

It is a book.
（これは何ですか？ 

それは本です。）

ミスに注意！
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There is[are] ～ . の文3 「～がある［いる］」

7  There is a dog under the tree.      木の下に犬が（１匹）います。
8  There are not any books in my bag.   私のバッグの中には，本が（１冊も）ありません。
9  Were there any chairs in the room?   その部屋にはいすがありましたか。

［ふつうの文］          This is a box.                  （これは箱です。）
　　　　　　　　         ↓

［There is［are］の文］   There is a box on the chair.  （いすの上に箱があります。）

○否定文は，〈be動詞〉の後ろにnotを置く。（➡8）
○疑問文は，〈be動詞＋ there＋名詞…?〉の順。（➡9）

～がある 場所

※

①～⑤は

（場所を表す前置詞）

□①　～の中に

　　　　　　　　　　　

□②　～の上に

　　　　　　　　　　　

□③　～の下に

　　　　　　　　　　　

□④　～の近くに

　　　　　　　　　　　

□⑤　～のそばに

　　　　　　　　　　　

□⑥　机

　　　　　　　　　　　

□⑦　いす

　　　　　　　　　　　

□⑧　木

　　　　　　　　　　　

□⑨　公園

　　　　　　　　　　　

英語に

英文の意味を表すように，［　　］に日本語を書きなさい。
⑴　They are notebooks.

   それらは［ ］。
⑵　There are some notebooks on my desk.

   私の机の上には［ ］。
⑶　Was there an egg in the box?

   箱の中には［ ］。

日本文に合うように，（　　）内の適切な語（句）に○をつけなさい。
⑴　私の筆箱の中にペンが５本あります。

   There （ is / are ） five pens in my pencil case.
⑵　駅の近くに交番はありますか。

   （ Is / Are ） there a post office near the station?
⑶　その公園にはたくさんの人々がいました。

   （ This were / There was / There were ）a lot of people in the 
park.

英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえるとき，　　　に適語を書
きなさい。

⑴　There is a dog on the bench.　（犬を２匹に）
   　　　　　　　 　　　　　　　 two dogs on the bench.
⑵　There were some cookies on the plate.　（疑問文に）

   　　　　　　　 　　　　　　　 any cookies on the plate?
⑶　There is a letter in the bag.　（過去形に）

   There 　　　　　　　 a letter in the bag.
⑷　There is a hospital by the school.　（否定文に）

　　　There 　　　　　　　 a hospital by the school.
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　　　　 be動詞の形
There is ～ . の～に入る名詞によって
〈be動詞〉の形を変える。
○単数名詞 → There is/was ～ .
○複数名詞 → There are/were ～ .
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演習問題
日本文に合う英文になるように，　　　に適語を書きなさい。

⑴　彼らは昨夜とても忙しかったです。
   They 　　　　　　　 very busy last night.
⑵　これはメアリーの消しゴムですか。

   　　　　　　　 this Mary’s eraser?
⑶　公園に新しい自転車がありました。

   There 　　　　　　　 a new bicycle in the park.
⑷　机の上に赤いペンはありますか。 はい，あります。

   　　　　　　　 　　　　　　　 a red pen on the desk?  Yes, 　　　　　　　 is.

英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえるとき，　　　に適語を書きなさい。
⑴　I am from China.　（彼女が中国出身という意味に）

   　　　　　　　 from China.
⑵　Is Jun your brother?  Yes, he is.　（ジュンは弟ではないという答えに）

   Is Jun your brother?  No, 　　　　　　　 　　　　　　　.
⑶　Tom is our classmate.　（否定文に）

   Tom 　　　　　　　 　　　　　　　 our classmate.
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（　　）内の語を正しく並べかえて英文を完成させなさい。 ただし，文頭にくる語も小文字になってお
り，不要な語が１語あります。

⑴　ミキと私は昨年学生でした。
   Miki （ I / was / and / were ） students last year.
   Mik  students last year.
⑵　あなたのカバンはどこにありますか。

   （ what / is / where ）
    your bag?
⑶　机の上にバナナはありますか。

   （ there / any bananas / are / is ） on the table?
    on the table?

次の日本文を，（　　）内の語（句）を使って英文にしなさい。
⑴　あなたはとても有名な芸術家です。　（famous artist）

   
⑵　私の父は昨日家にいませんでした。　（at home）　　

   
⑶　木の下に２匹の牛がいました。　（two cows）

   
⑷　彼らは３年前に日本にいましたか。　（in Japan）
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