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２０１ ９

Unit 2

be動詞のまとめ
【１】次の(
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

教科書３６ページ
)内に正しいbe動詞を入れて英文を完成しなさい。

I(
) Saki.
You (
) Kota.
He (
) from Canada.
She (
) a good soccer player.
This (
) my notebook.
That (
) a dog.
(
) Joyce Sensei from Canada? Yes, she (
Mr. Ishida and Ms. Otsuji (
) from Kudamatsu.

).

【２】次の英語を短縮形を使って書きかえなさい。ただし、短縮形がない場合はそのまま書きなさ
い。
(1)

I am Kota.

(2)

You are Saki.

(3)

She is a good soccer player.

(4)

That is a park.

(5)

Is that a cat? Yes, it is.

【３】次の英語を疑問文になおして、(
(1) You're from Canada.

)内の語で答えなさい。

( Yes )

(2)

She's a good soccer player.

( Yes )

(3)

That's your racket.

( Yes )

(4)

Alex is from America.

( No )

【４】次の英語を否定文になおしなさい。
(1)

I am Alex.

(2)

You are Mr. Ishida.
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(3)

He is from Canada.

(4)

She's a good soccer player.

(5)

This is my notebook.

(6)

That's a lion.
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【５】下線に適語を入れて日本語に合う英文を完成しなさい。短縮形を使っても使わなくてもよい。
(1) 私は咲です。

Saki.
(2) あなたは光太です。

Kota.
(3) 彼は日本出身です。

Japan.
(4) 彼女はテニスの選手です。

tennis player.
(5) これは私のノートです。

my notebook.
(6) あれは私のラケットです。

my racket.
(7) 《少し難》石田先生は私たちの英語の先生です。

Mr. Ishida
(8) あなたは咲ですか？

our English teacher.
はい、そうです。

Saki?
(9) 彼は日本出身ですか？

.

はい、そうです。

from Japan?
いいえ、ちがいます。彼はアメリカ出身です。

No,

.

from America.

(10) 彼女はテニスの選手ですか？

はい、そうです。

tennis player?

.

(11) これは私のノートですか？

my notebook?
いいえ、ちがいます。それは私のノートです。それは私のノートです。

.
(12) あれはあなたのラケットですか？

my notebook.
いいえ、ちがいます。

my racket?
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(13) 石田先生は周南出身ですか？

Mr. Ishida from Shunan?
いいえ、ちがいます。彼は周南出身ではありません。

.

from Shunan.

(14) 私はサッカーファンではありません。

soccer fan.
(15) あなたは光太ではありません。

Kota.
(16) 彼は日本出身ではありません。

from Japan.
(17) 彼女はテニスの選手ではありません。

tennis player.
(18) これは私のノートではありません。

my notebook.
(19) あれは私の犬ではありません。

my dog.
■■■

これより難問

■■■

(20) 彼は先生です。

.
(21) 彼は英語の先生です。

.
(22) 彼は私たちの先生です。

.
(23) 彼女はテニスの選手です。

.
(24) 彼は先生ですか？

はい、そうです。

(25) 彼は私たちの英語の先生ではありません。

.
(26) 《かなり難》石田先生は下松出身ですか？

はい、そうです。

(27) あれは公園ですか？
いいえ、ちがいます。それは動物園です。
(28) あなたは英語の先生ですか？
(29) 彼はアメリカ出身ですか？

はい、そうです。
はい、そうです。
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(30) あなたはアメリカ出身ですか？
いいえ、ちがいます。私はカナダ出身です。
(31) これはボールですか？
いいえ、ちがいます。それは卵です。
(32) 彼女はサッカーの選手ですか？
いいえ、ちがいます。彼女はテニスの選手です。
(33) 石田先生、こちらはジョイス先生(Joyce

Sensei)です。

彼女は私の友だちです。
彼女はカナダ出身です。
(34) これはすてきな絵ですね。
(35) 尾辻先生は英語の先生ですか？
いいえ、ちがいます。彼女は国語の (Japanese)先生です。

(36) 彼女は先生ですか？

はい、そうです。

(37) これはリンゴですか？

はい、そうです。

(38) これは私のリンゴですか？

■■■

はい、そうです。

重要文の練習をしよう

■■■

(39) 「はいどうぞ」と人のものを差し出すときには何と言いますか？
(40) 相手にお礼を言いたいときには何と言いますか？
(41) 相手からお礼を言われたら何と言いますか？
(42) はじめて知り合いになった人には何と言いますか？
(43) (42)で「はじめまして」と言われたら何と言いますか？
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