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○学習内容　be動詞（現在・過去） / There is ～.の文 / 一般動詞（現在・過去） / 進行形（現在進行形・過去進行形） / 命令文

SECTION  1 　be動詞（現在・過去），There is ～.の文
Ａ　be動詞（現在・過去）

　 １　I am Tom Brown. ぼくはトム・ブラウンです。

　 ２　I was in Osaka yesterday. 私は昨日，大阪にいました。

　ア　現在形……am, are, is：「～です，（…に）あります〔います〕」
　イ　過去形……was, were ：「～でした，（…に）ありました〔いました〕」

Ken is  in his room now. （健は今，部屋にいます。）

Ken was  in his room then. （健はそのとき，部屋にいました。）

Ｂ　be動詞の否定文・疑問文

　 3　I am not busy today. 私は今日，忙しくありません。

　 4　Were you busy yesterday ? あなたは昨日，忙しかったですか。

 ── Yes, I was. / No, I wasn’t. ── はい，忙しかったです。/ いいえ，忙しくありませんでした。

　ア　否定文：現在形……〈主語＋ am〔are, is〕 not ～.〉 　 過去形……〈主語＋was〔were〕 not ～.〉

　イ　疑問文：現在形……〈Am〔Are, Is〕＋主語 ～ ?〉  過去形……〈Was〔Were〕＋主語 ～ ?〉

 Ken is  not in his room now. （健は今，部屋にいません。）

Is Ken in his room now ? （健は今，部屋にいますか。）

── Yes, he is . / No, he isn’t . （はい，います。/ いいえ，いません。）

Ｃ　There is ～.の文

　 5　There is a park near my house. 私の家の近くに公園があります。

　ア　現在形……〈There is〔are〕＋名詞（＋場所を表す語句）.〉 ：「（…に）～があります〔います〕」
　イ　過去形……〈There was〔were〕＋名詞（＋場所を表す語句）.〉：「（…に）～がありました〔いました〕」

There is  a pen on the desk. （机の上にペンが 1本あります。）

There are  two pens on the desk. （机の上にペンが 2本あります。）

Ｄ　There is ～.の否定文・疑問文

　 6　There aren’t any shops near my house. 私の家の近くに店が（ 1けんも）ありません。

　 7　Is there a post office near here ? この近くに郵便局がありますか。

 ── Yes, there is. / No, there isn’t. ── はい，あります。/ いいえ，ありません。

　ア　否定文：現在形……There is〔are〕 not ～. （＝ There is〔are〕 no ～.）

　　　：過去形……There was〔were〕 not ～. （＝ There was〔were〕 no ～.）

　イ　疑問文：現在形……Is〔Are〕 there ～ ?　　　過去形……Was〔Were〕 there ～ ?

短縮形
is not → isn’t
are not → aren’t
was not → wasn’t
were not → weren’t

名詞（単数）

名詞（複数）

主　語 現在形 過去形
I am was

you，複数 are were
I, you以外の単数
（ 3人称・単数） is was

場所を表す前置詞
on ～  「～の上に」
in ～  「～の中に」
under ～ 「～の下に」
near ～  「～の近くに」

UnitUnit 動　詞1
基本文音声

 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
QRコードからも同じ音声が聞けます。

ARマークがある
ページ全体に
カメラをかざして
ください。
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