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第第第２２２章章章   主主主語語語ととと bbbeee 動動動詞詞詞   

 

■主語と be 動詞 

（１）主語と be 動詞の関係 

英語では、主語に応じて be 動詞の形が決まっています。例えば、主語が I のときの

be 動詞は am を使います。 

 

人 称 数の区別 主語の形 BE 動詞の形 

１人称 

単数 

（ひとり） 
    I am 

複数 

（２人以上） 
we are 

２人称 

単数 

（ひとり） 
you are 

複数 

（２人以上） 
you are 

３人称 

単数 

（ひとり又はひとつ） 

he is 

she is 

it is 

複数 

（２人又は２つ以上） 
they are 

 

近称と遠称 数の区別 主語の形 BE 動詞の形 

近くの 

モノや人を指す 

単数 this is 

複数 these are 

遠くの 

モノや人を指す 

単数 that is 

複数 those are 

 

ここまでの整理をしましょう。 

【確認問題１】※解答は最終ページにあります。 

次の日本文を、主語＋be 動詞＋○○○. という英語で表しましょう。 

① 私は一郎です。 

② あなたは花子です。 

③ 彼は John です。 

④ 彼女は Jane です。 

⑤ こちらはひろしです。 
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上の確認問題では、be 動詞の次には全て人名で練習をしました。もう少し練習の範囲を

広げるためには、ここで名詞と冠詞について学習しなければなりません。 

 

 

■数の概念 

（１）単数と複数 

日本語は英語と比べると、単数と複数の区別についてやかましく言いません。日本語

では、例えば「私は犬を飼っている。」「私は犬と猫を飼っている。」という言い方はよく

しますが、「私は犬を１匹飼っている。」「私は犬を一匹と猫を一匹飼っている。」という

言い方をする人は少ないと思います。（もちろん、数が話題になっているときは別です。）

しかし、英語ではいつでも数の区別を明確に表すのが基本です。つまり、「単数」なのか

「複数」なのかをしっかり表現しなければなりません。一つ、一個、一人などを「単数」

といい、二つ以上、二人以上のことを「複数」と言います。 

 

（２）可算名詞と不可算名詞 

モノや人を表すことばを「名詞」と言います。「犬」・「弟」・「机」・「イス」・「水」・「平

和」などが名詞です。そして、「名詞」は大きく２つに分類できます。一つは数えること

ができる名詞（＝可算名詞）です。可算名詞は辞書では countable（数えることができ

る）の頭文字をとって□C と表記されています。あと一つは数えることができない名詞（＝

不可算名詞）です。不可算名詞は辞書では uncountable（数えることができない）の頭

文字をとって□U と表記されています。名詞を辞書で調べる時には、この□C と□U の区別に

も注意を払わなければなりません。 

 

（３）可算名詞と不定冠詞 

「花」、「自動車」、「先生」等は数えることができるので、可算名詞ということになり

ます。一方、「水」、「鉄」、「平和」、「音楽」等は数えることができないので、不可算名詞

ということになります。そして数えることのできる名詞が一つであることを表す時には、

名詞の前には必ず a または an をつけます。（数えることのできない名詞には a や an は

つけません。この a や an のことを不定冠詞不定冠詞不定冠詞不定冠詞といいます。）ここで、「数えることができ

ない」とはどういう状態のことを言うのか考えてみましょう。例えば、「水」や「鉄」は

一定の決まった形を持っていません。また、「平和」や「音楽」などは形すら見ることが

できません。「数えることができない」状態とは、一定の形を持たないモノや心の中でし

か描けない抽象的なモノなどと言えます。 
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ここまでの整理をしましょう。 

【確認問題２】※解答は最終ページにあります。 

次の日本語を英語で書き表しましょう。但し、可算名詞には a 又は an をつけること。 

① 花               ② りんご 

③ 水               ④ 空気 

⑤ コーヒー            ⑥ お金 

 

名詞と不定冠詞について学んだので、もう一度、主語＋be 動詞＋○○○.の形での練習

をしましょう。 

【確認問題３】※解答は最終ページにあります。 

次の日本文を英語で書き表しましょう。 

① 私は医者です。 

② あなたは中学生です。 

③ 彼は高校生です。 

④ 彼女は看護師です。 

⑤ これは本です。 

⑥ あれは英語の本です。 

⑦ あれはりんごです。 

⑧ これは大きなりんごです。 

⑨ これは猫です。 

⑩ これは年をとった猫です。 

 

 

Dr. Higgins’s room 

不定冠詞には a と an があります。apple, eraser, idea, opera, umbrella のように単語の頭が［ア］

［イ］［エ］［オ］という母音で始まる場合に an をつけます。（単語の語頭の発音が［w］で始まるもの

はたくさんありますが、母音の［u］で始まる名詞はほとんどないので、［ウ］は考えなくてもよろしい。）

それ以外の時は a をつけます。気をつけなければならないのは、an umbrella となりますが、a uniform 

となることや、a horse となりますが、an hour となることなどです。歴史的に説明すると、もともと

はすべて an だけを用いていました。（an は one が変化したものです。）後に続く名詞の頭の発音が

［ア］［イ］［エ］［オ］のときは、an a･･･［アナ］an i･･･［アニ］an e･･･［アネ］an o･･･［アノ］

と発音しやすいですが、それ以外の音の時は発音しにくいので次第に「n」が消え、現代のように a と an 

の二通りの用い方が定着しました。 
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（４）be 動詞の文の否定文 

「･･･である」と肯定する文のことを肯定文といいます。それに対して「･･･でない」

と否定する文のことを否定文といいます。be 動詞を含む文の否定文の作り方は be 動詞

のすぐあとに not をつけます。 

 

人 称 数の区別 主語の形 BE 動詞 否定形 短縮形 

１人称 
単数 I am am not I’m not 

複数 we are are not aren’t 

２人称 
単数 

you are are not aren’t 
複数 

３人称 

単数 he / she / it is is not isn’t 

複数 they are are not aren’t 

複数 those are are not aren’t 

 

近称と遠称 数の区別 主語の形 BE 動詞 否定形 短縮形 

近くの 

モノや人を指す 

単数 this is is not isn’t 

複数 these are are not aren’t 

遠くの 

モノや人を指す 

単数 that is is not isn’t 

複数 those are are not aren’t 

 

 

【確認問題４】※解答は最終ページにあります。 

次の日本語を英語で書き表しましょう。 

① 私は医者ではありません。 

② あなたは中学生ではありません。 

③ 彼は高校生ではありません。 

④ 彼女は看護師ではありません。 

⑤ これは本ではありません。 

⑥ あれは本ではありません。 

⑦ それは本ではありせん。 

 

 

Dr. Higgins’s room 

amn’t という短縮形はありません。しかし、ain’t（エイント） というスラングはありますが。 私

たち日本人は使用しないのが賢明です。この ain’t という短縮形は am not の短縮形ですが、is not 

や are not の短縮形でもあります。それだけでなく、have not や has not の短縮形でもあります。 
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（５）主語と be 動詞の短縮形 

主 語 BE 動詞 短 縮 形 

I am I’m 

you are you’re 

he is he’s 

she is she’s 

it is it’s 

this is      － 

that is that’s 

 

（６）be 動詞の疑問文とその答え方 

質問を投げかけたり、確認をとるために話し相手に尋ねたりする文を疑問文といいま

す。be 動詞を含む文の疑問文の作り方は be 動詞を主語の前に出して、文末は必ずクエ

スチョンマーク（？）をつけます。 

人 称 数の区別 疑問文の語順 答 え 方 

１人称 
単数 Am I ～？ Yes, you are. ／ No, you aren’t. 

複数 Are we ～？ Yes, you are. ／ No, you aren’t. 

２人称 
単数 

Are you ～？ 
Yes, I am.    ／  No, I’m not. 

複数 Yes, we are.  ／   No, we aren’t. 

３人称 
単数 

Is he ～？ Yes, he is.    ／   No, he isn’t. 

Is she ～？ Yes, she is.   ／   No, she isn’t. 

Is it ～？ Yes, it is.     ／   No, it isn’t. 

複数 Are they ～？ Yes, they are. ／   No, they aren’t. 

 

近称と遠称 数の区別 疑問文の語順 答 え 方 

近くの 

モノや人を指す 

単数 Is this ～？ Yes, it is.     ／  No, it isn’t. 

複数 Are these ～？ Yes, they are. ／  No, they aren’t. 

遠くの 

モノや人を指す 

単数 Is that ～？ Yes, it is.      ／  No, it isn’t. 

複数 Are those ～？ Yes, they are.  ／   No, they aren’t. 

 

 

Dr. Higgins’s room 

Are we ～？という疑問文に対する答え方は Yes, you are./ No, you aren’t. とは限りません。「私た

ちのグループ」の中の誰かが答える場合には、もちろん、Yes, we are./ No, we aren’t. となります。

また、Is this ～？ Is that ～？の疑問文に対する答え方は、Yes, it is./ No, it isn’t. で答え

るのが普通です。 
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確認問題の解答 

【確認問題１】 

① I am Ichiro. 

② You are Hanako. 

③ He is John. 

④ She is Jane. 

⑤ This is Hiroshi. 

 

【確認問題２】 

① a flower             ② an apple 

③ water             ④ air 

⑤ coffee              ⑥ money 

 

【確認問題３】 

① I am a doctor. 

② You are a junior high school student. 

③ He is a high school student. 

④ She is a nurse. 

⑤ This is a book. 

⑥ That is an English book. 

⑦ That is an apple. 

⑧ This is a big apple. 

⑨ This is a cat. 

⑩ This is an old cat. 

 

【確認問題４】 

① I am not a doctor. 

② You are not a junior high school student. 

③ He is not a high school student. 

④ She is not a nurse. 

⑤ This is not a book. 

⑥ That is not a book. 

⑦ It is not a book. 

 

 

 

 

 

 


