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LESSON1～be 動詞の文１～② 

Point 1 
 

 This[That] is ～. 
 

This is ～. 近くにあるものや人を指して言う． 「これは～です」 

That is ～. 遠くにあるものや人を指して言う． 「あれは～です」 

 

  1) This is ～. 

   This is a house.  これは家です． 

   This is a lemon.  これはレモンです． 

 

  2) That is ～. 

   That is an orange.    あれはオレンジです． 

   That is my cat.       あれは私のネコです． 

 

  ★ That is を短縮して That’s という形を用いてもよい． 

     （This is の短縮形はない） 

   That is a pencil.   あれは鉛筆です． 

    = That’s a pencil. 
    ★ my[your]や人名・地名などには a[an]はつけない． 

 

Check 1 
 例にならって下の語を用い，「これは[あれは]～です」という意味の文を

作りなさい．また，短縮できるものは，短縮形で書いてみましょう． 

 

  例  book [this] ⇒ This is a book. 

 １）my homepage [this]   ２）bridge [that]  ３）church [this]  
     （私のホームページ）       （橋）              （教会） 

 ４）egg [this]（卵）      ５）Taro [that] （タロウ） 
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Point 2 
 

 This[That] is ～. の否定文 

 

  否定文： is の後に，not を置く．「これは[あれは]～ではない」 
 
 
 

肯定文  This  is   my pen. 
否定文  This  is  not  my pen. 

              これは私のペンではありません． 

 

  1) This is not[isn’t] ～. ：「これは～ではありません」 

   This is    Mary’s notebook. 

  ⇒This is not Mary’s notebook.  これはメアリーのノートでは 

ありません． 

  ★ is not を短縮して isn’t という形を用いてもよい． 

   This is not a table. 
   This isn’t  a table.   これはテーブルではありません． 

    ★ ｢メアリーの｣は Mary’s～，｢私の兄の～｣は my brother’s～． 

  2) That is not[isn’t] ～. ：「あれは～ではありません」 

   That is    your desk. 

   That isn’t  your desk.   あれはあなたの机ではありません． 

   [That’s not your desk.] 
 

Check 2 
 例にならって次の各文を「これは[あれは]～ではありません」という意味

の文に書き換えなさい．また，短縮できるものは短縮形で書きなさい． 

 

 例）This is a book. ⇒ This is not a book. [This isn’t a book.] 
 

 １）This is a guitar.        ２）That is an umbrella. 

 ３）This is New York.    ４）That is Mt. Fuji. 

table テーブル  umbrella 傘 
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Point 3 

 

 This[That] is ～. の疑問文 

 

   疑問文：(a) is を主語の前（文頭）に置く． 

       (b) 文末のピリオド( . )をクェスチョンマーク( ? )に変える． 

       (c) 声に出して読む場合，文の最後を上げる． 

 
 

平叙文    This  is  Tom’s book. 
疑問文  Is  this   Tom’s book? 

        これは，トムの本ですか． 

  答え方 

問いの文 「はい，そうです」 「いいえ，違います」 

Is this ～? 
Yes, it is. No, it is not[isn’t]. 

Is that ～? 

 

    That is your desk.     

  ⇒ Is that your desk? －Yes, it is. It’s my desk. 

  あれはあなたの机ですか．－はい，そうです．それは私の机です． 

       Is that your desk? －No, it isn’t. It’s my brother’s desk. 

  あれはあなたの机ですか．－いいえ，違います．それは私の弟の机です． 
 
  ★ It is の短縮形は It’s．It is not の短縮形は It’s not あるいは It isn’t． 

 

Check 3 
 例にならって次の各文を，「これは[あれは]～ですか」という意味の文に

書き換え，カッコ内の語を用いて答えの文を作りなさい． 
例）This is a book. (yes) ⇒ Is this a book? － Yes, it is.  It’s a book. 
 

１）This is a cat. (yes)  ２）That is Japan. (no; Canada) 

３）This is a bus. (no; train) ４）That is an apple. (yes) 
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Point 4 

 

 「私の」「あなたの」「○○の」という言い方（所有格） 

 

次に，「私の」「あなたの」「○○の」という言い方を勉強します． 

★ 「私の～」は my,「あなたの～」は your で表します． 

「私の～」  my name（私の名前） 

「あなたの～」 your teacher（あなたの先生） 

 

★固有名詞を使って，「○○の」と言いたいとき 

 ［固有名詞 ’s］ 
  Ken’s cup（ケンのコップ） 

  Osamu’s pencil（オサムのえんぴつ） 

 

★普通名詞を使って，「○○の」と言いたいとき 

 ［普通名詞 ’s］ 
  my dog’s name（私の犬の名前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check 4 

 

「～の名前」という言い方にしなさい． 

 

 １）I          ２）you   ３）my brother 
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Exercises 

（１）次の日本文の意味を表すようにカッコ内に適語を入れなさい． 

１）これは私の机です． 

    (     ) (     ) my desk. 

２）これは私のギターではありません． 

   (     ) (     ) (     ) my guitar. 

 ３）あれはトムのラケットですか．－いいえ，違います． 

   (     ) that Tom’s racket? －No, (     ) (     ). 

 ４）これはあなたのカメラですか．－はい，そうです． 

   (     ) (     ) your camera? －Yes, (     ) (     ). 

 ５）あれはゴールデンゲートブリッジではありません． 

   (     ) (     ) the Golden Gate Bridge. 

 

（２）次の日本文の意味を表すようにカッコ内に適語を入れなさい． 

 １）こちらは私の夫です． 

   This is (     ) (     ). 

 ２）あちらはあなたのいとこですか． 

   Is that (     ) (     )? 

 ３）あれは私の姉の机です． 

   That is (     ) (     ) (     ). 

 ４）これは消しゴムではありません． 

   This is not (     ) (     ). 

 

（３）次の各文を否定文にして書き換えなさい． 

  １）This is a panda. 

  ２）This is my father’s bicycle. 

  ３）That is your eraser. 

  ４）That is a postcard. 

 

 

husband 夫  cousin いとこ 
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（４）次の空所に a または an を入れなさい．ただし，どちらも入らない場

合は×と答えなさい． 

 １）This is (     ) camera. 

 ２）This is (     ) orange. 

 ３）That is (     ) Mt. Fuji. 

 ４）This is (     ) my cat. 

 

（５）次の英文を指示に従って書き換えなさい． 

 １）This is Tom’s book. [否定文に] 

 ２）That’s an apple. [否定文に] 

 ３）This is a house. [下線部を album に変えて] 

 ４）That is my cat. [That is を短縮形にして] 

 ５）My name is Yumi. [下線部を自分の名前に変えて] 

 ６）This is Tom’s racket. [疑問文にして No で答える] 

 ７）That is a dog. [疑問文にして Yes で答える] 

 

（６）次の日本文を英語に直しなさい． 

 １）こちらはユミです． 

 ２）こちらは私の父のマイク（Mike）です． 

 ３）あれはオレンジです． 

 ４）これはリンゴです． 

 ５）私の名前はホンダケイスケです． 

 ６）あれはあなたの鉛筆ですか．－はい，そうです． 

 ７）これはアヒルですか．－いいえ，違います． 

 

duck アヒル 


