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は  じ  め  に 

　英語のルールは大きく分けると, 音変化に関するルールである「音法」と, 文の構造に
関するルールである「文法」の2つになるでしょう。
　この2つのルールが, How’ve you been doing?という, やさしい挨拶の表現にどの
ように現れているのかを見てみましょう。
　音法的には, ①How’veは〈短縮〉で「ハウヴ」, ②beenは〈弱化〉で「ベン」, doingは

〈脱落〉で「ドゥィン」のように聞こえてくることを知っている必要があります。そして, 
自分でもこれらの音を再生できるまで練習することが重要です。
　文法的には, How’ve you been doing?は, ①How are you doing?が〈現在完了形〉
になっていて, 過去の一時点から現在までの相手の様子を尋ねている, ②How haveの

〈短縮形〉がHow’veであることを理解していることが大切です。
　このように「音法」と「文法」の両方を身につけていて, 英文を読み, 書き, 話し, 聞く
ことができるわけです。
　「音法」については, 『音のルールから学ぶ大学生のリスニングドリル』が, 役に立つこ
とでしょう。姉妹編として企画された本書では, 「文法」の基礎をじっくりと学んでほし
いと思います。
　母国語ではなく, 外国語として英語を勉強する場合は, 文法を短期間のうちに学び, 
英語の全体像を知ることが必要です。そのためには, 文法を英文の中で確認し, 自分で
も英文を作る練習をすることが効果的です。
　本書は, コミュニケーションに必要な英文法の基本を15の項目にまとめ, 生きた英文
とともに提示しました。
　本書の使い方は, まず各Unitの文法解説と例文を読み, 文のルールを確認してくださ
い。例文は音読すると記憶しやすくなります。そしてその後, 練習問題に取りかかって
ください。
　練習問題は, 資格試験に対応した, 適語選択, 並べ替え, 英文和訳, 語形変化, と4つ
の形式からなっています。これによって, やさしい文法事項を, 角度を変えて見ること
ができ, 基本事項を確実に定着させることができます。
　最後に本書の出版を強く勧めてくださった, 朝日出版社編集部のみなさん, とりわけ, 
朝日英一郎さんには, 企画の段階から貴重なアドバイスをいただき, 大変お世話になり
ました。ここに改めて心からの感謝の意を表したいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船田秀佳
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現在形　be 動詞Unit 1

1  be動詞の種類と用法
 ① 主語 + be + 名詞：AはBである　　　
  1. I am a student.  （私は学生です）
  2. She is a nurse.  （彼女は看護師です）
  3. They are my friends.  （彼らは私の友達です）

 ② 主語 + be + 形容詞：AにはBの性質がある　
  1.  I’m outgoing and active.  （私は外向的で活動的です）
  2. This fl ower is Instagrammable.  （この花はインスタ映えします）
  3. These vases are expensive.  （これらの花瓶は値段が高いです）

 ③ 主語 + be + 場所を表す語句：AはBに存在する
  1. We’re in a coffee shop now.  （私たちは今喫茶店にいます）
  2. The calendar is on the wall.  （カレンダーは壁にかかっています）
  3. London Bridge is over the Thames.  （ロンドン橋はテムズ川にかかっています）

● be動詞は主語の人称と数によって次のように決まる。(   )は短縮形。

人称 単数 複数
１人称 I am (I’m) we are (we’re)
２人称 you are (you’re) you are (you’re)
３人称 he is (he’s) / she is (she’s) / it is (it’s) they are (they’re)

 ◇ 否定文と疑問文
   1. I’m not a doctor.  （私は医者ではありません）
  2. He is not (isn’t) in the library.  （彼は図書館にいません）
  3. Are you a part-time worker?  （あなたはアルバイトですか）
   ― Yes, I am.  （はい , そうです）     ― No, I’m not.  （いいえ , 違います）

● 否定文は, 主語 + am [ are / is ] + not + 名詞［形容詞］［場所を示す語句］. 
● 疑問文は, Am [ Are / Is ] + 主語 + 名詞［形容詞］［場所を示す語句］ + ?

2 There is[are]の用法
  1. There is a bag on the table.  （テーブルの上にかばんがあります）
  2. There isn’t a PC in the room.  （部屋にパソコンはありません）
  3. Is there a drugstore around here?  （このあたりに薬局はありますか）
   ― Yes, there is.  （はい, あります）     ― No, there isn’t.  （いいえ, ありません）

● There is [are] + 主語 + 場所を示す語句で新情報を示す。
● 短縮形は, There is → Thereʼs, There are → Thereʼre
● 否定文は, There is [are] + not + 主語 + 場所を示す語句.  
● 疑問文は, Is [Are] there + 主語 + 場所を示す語句 + ?

審査用見本



2

A  日本文の意味を表すように適切な語句を選びなさい。

1. A:  兄はユーチューバーです。
  B:  すごいですね。
  A:  My older brother is a YouTuber.

  B:  (                          ) amazing!

    （A） She’s      （B） We’re      （C） That’s     （D） There’s

2. A:  あの赤いスポーツカーはあなたのですか。
  B:  はい , そうです。
  A:  Is that red sports car yours?

  B: Yes, (                          ) mine.

    （A） they’re     （B） it’s     （C） these’re     （D） here’s

3. 彼女と私はアメリカ人です。２人ともサンフランシスコ出身です。
  She and I are American. (                          ) from San Francisco.

    （A） He’s     （B） It’s     （C） We’re     （D） They’re

4. 今夜テレビで面白い番組があります。
  (                          ) an interesting program on TV this evening.

    （A） There’re     （B） That’s     （C） There’s     （D） It’s

5. あなたは土曜日の午後空いていますか。
  (                          ) free on Saturday afternoon?

    （A） Am I     （B） Are they     （C） Is he     （D） Are you 

B  次の英文を日本語に直しなさい。

1. I’m Dick Tracy. I’m a freshman in college.

  

2. She is a member of the cheerleading club.

  

3. It’s cold and windy today.

  

4. There are six people in my family.

  

5. The food section is on the fi rst basement fl oor.

  

PRACTICE
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C  日本文の意味を表すように括弧内の語句を並べ替えて英文を書きなさい。

1. 私は金曜日は都合がよくありません。
  Friday (  not  /  for  /  convenient  /  is  ) me.

2. 私たちは中学生です。
  We (  high  /  are  /  junior  /  school  ) students.

3. これが私たちの学校への近道です。
  This (  a  /  to  /  shortcut  /  is  ) our school.

4. 私はプリンストン大学の２年生です。
  I (  at  /  a  /  am  /  sophomore  ) Princeton University.

5. コンビニは角を曲がったところです。
  The convenience store (  just  /  the /  is  /  around  ) corner. 

D  日本文の意味を表すようにbe動詞を変化させて空所を補充しなさい。

1. 基礎英語Ⅰは２単位の授業です。
  Basic EnglishⅠ(                          ) a two-credit course.

2. 日本には都道府県が４７あります。
  There (                          ) forty-seven prefectures in Japan.

3. 彼らは大学生ですか。
  (                          ) they college students?

4. 彼女はフリーのアナウンサーではありません。
  She (                          ) not a freelance announcer.  

5. 郵便局は今日開いていますか。
  (                          ) the post offi ce open today?
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