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⑴　be動詞以外の動詞を一般動詞という。
⑵　３人称単数現在の文は語尾に -s，-esをつける。
 　He watches TV.

⑷　否定文
 　〈主語＋do［does］ not＋動詞の原形 ～.〉
 　She  doesn’t  play tennis.

⑸　疑問文とその答え方
 　〈Do［Does］＋主語＋動詞の原形 ～?〉
 　 Does  Keiko study English?

 ─ Yes, she does. / No, she doesn’t.

⑹　疑問詞で始まる疑問文
 　What do you have?─ I have a pen.

 　Who uses this camera?─ Tom does.

⑴　am・are・isを be動詞といい，主語の人
称と数によって使い分ける。

⑵　否定文〈主語＋be動詞＋not～.〉
 　I am not［I’m not］ a doctor.

⑶　疑問文〈be動詞＋主語 ～?〉
 　Is your father in the room?

 　─ Yes, he is. / No, he isn’t.

　 　次の文の　　　に，am, are, is のうち適する語を書きなさい。

□⑴　Tom and I 　　　　　　　 friends.

□⑵　　　　　　　　 your brother a student?

□⑶　There 　　　　　　　 two cats.

　 　次の文の（　　）内の語を適する形になおしなさい。ただし，な

おす必要のないものもあります。

□⑴　Mary （like） tennis very much. 　　　　　
□⑵　Jane and Mary （play） tennis well. 　　　　　
□⑶　Jane （go） to church every Sunday. 　　　　　
□⑷　（Do） your sister play the piano well? 　　　　　
□⑸　My father （have） a good camera. 　　　　　
□⑹　Your brother （study） English every day. 　　　　　

　 　次の文の　　　に適する語を書き，対話文を完成させなさい。

□⑴
　　A : Is your father a teacher?

　　　　B : Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑵
　　A : Are you a high school student?

　　　　B : No, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑶
　　A : Does Mary speak Japanese?

　　　　B : No, 　　　　　　　 　　　　　　　. 

　 　次の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　There is a boy in the gym.

　　　There 　　　　　　　 a boy in the gym.

□⑵　You are very kind.

　　　You 　　　　　　　 very kind.

□⑶　She knows Jane’s sister.

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 Jane’s sister.

　 　次の英文を日本文にしなさい。

□⑴　Open your books to page 20.

　　　［ ］
□⑵　Don’t speak Japanese here, Ken.

　　　［ ］
□⑶　There are two balls in the box.

　　　［ ］
□⑷　Let’s play baseball after school.

　　　［ ］
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⑴　「～しなさい」と相手に命令する文
　主語（You）を省略，動詞の原形で始める。
　Open the window.　（窓を開けなさい。）
⑶　否定〔禁止〕の命令文「～してはいけない」
　〈Don’t＋動詞の原形 ～.〉
　 Don’t play in this room.

⑷　pleaseのついた命令文「（どうぞ）～して
ください」…pleaseは文頭または文末におき，
文末のときは前にコンマをつける。

⑸　「～しましょう」〈Let’s＋動詞の原形 ～.〉

⑴　「…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。

⑵　否定文は，be 動詞のあとに not をおいて表す。
短縮形は〈There isn’t［aren’t］ ～.〉，〈There’s

［There’re］ not ～.〉。疑問文は〈Is［Are］ there

＋名詞＋場所を表す語句 ?〉で表す。

be動詞・一般動詞・命令文・There is ～.1
ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

1

3

4

2

 be動詞（現在形） 

 命令文 

There is［are］ ～.の文

 一般動詞（現在形） 

確 認 問 題

」
略，

w.　
文「～してはいけない」

e doesn

問文
ou hav

es 

.〉
m

tennis we

urch every Sunday. 

sister play the piano well?

father

You ay. 

成さ

　
tuden

　
speak

　

の文を否

さい。

□

3

33 Sa令する文
形形で始める。で始め
なさい
Sa
mp
le

SaS
ve a pen.p

a?── Tom does.Tom does

p
good ca

（studystu ） EnglishEnglish

の　　　に適する語を書き，対に適する語を書き，対

□⑴
　A : Is your father a teacher? your father a teache

　　　　B : B : Yes, Yes, p　　　　　　　　　　　 　

□⑵□⑵
　　　A : Are you a high scAre you a h

　　　　　 B : B No, o 　　

□⑶□⑶
　　　 A : A Does

　　　　　 Bmmm
4Saaa


