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「私は～です」,「私は～ではありません」の文

I am Ken. 	 私はケンです。
　「私は～です」と言うときは，I am ～.と表します。amはbe 動詞といい，主語のIと主語を説明
するKenをイコールの関係でつなぐ役割をします。I'mはI amを短縮した形（短縮形）です。

I am not from America. 	 私はアメリカ出身ではありません。
　「私は～ではありません」と言うときは，amの後にnotを置き，I am［I'm］ not ～.と表します。
notを使って「～ではありません」と表す文を，否定文といいます。

I am from America. 　　私はアメリカ出身です。

I am not  from America. 　　私はアメリカ出身ではありません。

●英文を書くときのルール

Hi, I am from America.

文は大文字で
書き始める。

人名や地名は最初の文字を大文字
にする。I「私は」はいつでも大文
字にする。

文の終わりには
ピリオド（.）を
つける。

英文をなぞって書く練習をしましょう。
⑴　I am Jun.　　　私はジュンです。

I am Jun.

⑵　I'm from Nagano.　　　私は長野出身です。

I’m from Nagano.

⑶　I am not hungry.　　　私はおなかがすいていません。

I am not hungry.

⑷　I'm not tired.　　　私はつかれていません。

I’m not tired.

I am 〜. ／ You are 〜. の文3
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「あなたは～です」，「あなたは～ではありません」の文

You are a student. 	 あなたは生徒です。
　「あなたは～です」と言うときは，You are［You're］ ～.と表します。Youとa studentをつなぐ
areは，amと同じbe 動詞です。you'reはyou areの短縮形です。
　studentの前のaは「 1つの， 1人の」を表します。［ア，イ，ウ，エ，オ］のような母音で始まる
語の前ではaはanになります。a［an］はふつう日本語に訳しません。

You are not from Osaka. 	 あなたは大阪出身ではありません。
　「あなたは～ではありません」と否定するときは，areの後にnotを置き，You are［You're］ not 

～.と表します。

You are from Osaka. 　　あなたは大阪出身です。

You are not  from Osaka. 　　あなたは大阪出身ではありません。

英文をなぞって書く練習をしましょう。
⑴　You are Nao.　　　あなたはナオです。

You are Nao.

⑵　You're Hiroki.　　　あなたはヒロキです。

You’re Hiroki.

⑶　You are a teacher.　　　あなたは先生です。

You are a teacher.

⑷　You are not a student.　　　あなたは生徒ではありません。

You are not a student.

⑸　You're not hungry.　　　あなたはおなかがすいていません。

You’re not hungry.

⑹　You're not from Wakayama.　　　あなたは和歌山出身ではありません。

You’re not from Wakayama.
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「あなたは～ですか」の文

Are you a teacher? 	 あなたは先生ですか。
　─ Yes, I am. 	 　─	はい，そうです。
　─ No, I am not. 	 　─	いいえ，ちがいます。
　「あなたは～ですか」と相手にたずねるときは，Are you ～?と表します。「～ですか」のようにた
ずねる文を疑問文といい，文末にはクエスチョンマーク（?）をつけます。
　答えるときは，yes / noを使って，Yes, I am. / No, I am［I'm］ not.と答えます。

 You are a teacher.  あなたは先生です。

Are  you a teacher ?  　　あなたは先生ですか。

英文をなぞって書く練習をしましょう。
⑴　Are you a student?　　　あなたは生徒ですか。

Are you a student?

─ Yes, I am.　　　はい，そうです。

─ Yes, I am.

⑵　Are you from Hokkaido?　　　あなたは北海道出身ですか。

Are you from Hokkaido?

─ No, I am not.　　　いいえ，ちがいます。

─ No, I am not.

⑶　Are you thirsty?　　　あなたはのどがかわいていますか。

Are you thirsty?

─ No, I'm not.　　　いいえ，かわいていません。

─ No, I’m not.
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1 次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を（　　）内から選び，書きなさい。

⑴　私はケンタです。　　　　　　　I  Kenta.　（am, are, not）

⑵　私はのどがかわいていません。　I'm  thirsty.　（you, are, not）

⑶　あなたはクミです。　　　　　　  are Kumi.　（You, I, You're）

⑷　あなたは幸せですか。　　　　　  you happy?　（Not, Are, I）

2 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　私は福岡出身です。　　　　　　　　　　I  from Fukuoka.

⑵　私は幸せです。　　　　　　　　　　　　  happy.

⑶　私は教師ではありません。　　　　　　　I'm  a teacher.

⑷　あなたはユミですか。　　　　　　　　　Are  Yumi?

⑸　〔⑷に答えて〕はい，そうです。　　　　　Yes, I .

⑹　あなたは眠いですか。　　　　　　　　　  you sleepy?

⑺　〔⑹に答えて〕いいえ，眠くありません。　No, I am .

3 次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語を並べかえて全文を書きなさい。
⑴　私はコウジです。（ Koji / I / am ）.

　　

⑵　私は生徒ではありません。（ not / I / am ） a student.

　　

⑶　あなたはオーストラリア出身ではありません。（ not / from / you're ） Australia.

　　

⑷　あなたはサッカーファンですか。（ are / a / you ） soccer fan?

　　

題練 習 問


