
中学英文法総復習① 

 

【be動詞】 

★ポイント 

is / am / areが be動詞と呼ばれています。 

heや sheなどの三人称単数形の後：is 

Iの後：am 

you / we / they / 複数形の後：are 

否定文は I am not a student.のように be動詞のあとに notをつけます。 

疑問文は Are you a student?のように be動詞を文頭につけます。 

 

★be動詞 100本ノック 

 

1. 私は医者です。 

I am a doctor. 

 

2. 私は先生です。 

I am a teacher. 

 

3. 彼は生徒です。 

He is a student. 

 

4. 彼女は私の妻です。 

She is my wife. 

 

5. 私たちは生徒です。 

We are students. 

 

6. 私は東京出身です。 

I am from Tokyo. 

 

 



7. 私のカバンは机の上にあります。 

My bag is on the desk. 

 

8. マイクは東京にいます。 

Mike is in Tokyo. 

 

9. あなたは新しい生徒です。 

You are a new student. 

 

10. 私たちはアメリカ出身です。 

We are from America. 

 

11. あなたは私の友達です。 

You are my friend. 

 

12. これはボールです。 

This is a ball. 

 

13. あれはリンゴです。 

That is an apple. 

 

14. 彼女は家にいます。 

She is at home.  

 

15. それは本です。 

It is a book. 

 

16. 彼らはテニス選手です。 

They are tennis players. 

 

17. あなたは教室にいます。 

You are in the class. 

 

18. 彼女は人気があります。 

She is popular. 

 



19. あなたは有名です。 

You are famous. 

 

20. 私は幸せです。 

I am happy. 

 

21. 彼はお腹がすいています。 

He is hungry. 

 

22. 彼女はのどがかわいています。 

She is thirsty. 

 

23. 私たちは忙しい。 

We are busy. 

 

24. 私は元気です。 

I am fine. 

 

25. あなたは疲れています。 

You are tired. 

 

26. 彼らは眠いです。 

They are sleepy. 

 

27. 彼は日本人です。 

He is Japanese. 

 

28. 私の名前はリサです。 

My name is Lisa. 

 

29. 私の両親はアメリカ人です。 

My parents are American. 

 

30. 私は 18歳です。 

I’m 18 years old. 

 



31. こちらは私の父です。 

This is my father. 

 

32. 彼女はミュージシャンです。 

She is a musician. 

 

33. この靴かっこいい！ 

These shoes are cool! 

 

34. 私の父はとても厳しいです。 

My father is very strict. 

 

35. 彼女はとても親切です。 

She is very kind. 

 

36. あなたは美しいです。 

You are beautiful. 

 

37. 彼らはパリにいます。 

They are in Paris. 

 

38. 彼女は私の姉です。 

She is my sister. 

 

39. あれらは本です。 

Those are books. 

 

40. あれはライオンです。 

That is a lion. 

 

41. 私はサッカー選手です。 

I am a soccer player. 

 

42. 私は医者ではありません。 

I am not a doctor. 

 



43. あなたは教師ですか？ 

Are you a teacher? 

 

44. 私たちは日本出身ではありません。 

We are not from Japan. 

 

45. 彼は私の夫ではありません。 

He is not my husband. 

 

46. 彼女は中国人です。 

She is a Chinese. 

 

47. 彼らは中学生ですか？ 

Are they junior high school students? 

 

48. あれらは象ではありません。 

Those are not elephants. 

 

49. あなたたちはサッカー選手ですか。 

Are you soccer players? 

 

50. これらはバナナではありません。 

These are not bananas. 

 

51. 彼は有名な俳優ですか？ 

Is he a famous actor? 

 

52. 私たちはアメリカにいます。 

We are in America. 

 

53. これは本ですか？ 

Is this a book? 

 

54. あれは鳥ではありません。 

That is not a bird. 

 



55. それはオレンジです。 

It is an orange. 

 

56. 彼はイギリスにいますか？ 

Is he in England? 

 

57. あれらはボールですか？ 

Are those balls? 

 

58. 彼らは日本人ではありません。 

They are not Japanese. 

 

59. これは机です。 

This is a desk. 

 

60. あれらは猫ではありません。 

Those are not cats. 

 

61. 私は看護師です。 

I am a nurse. 

 

62. あれは私の写真です。 

That is my picture. 

 

63. 彼女はバスケットボール選手です。 

She is a basketball player. 

 

64. これは自動車ではありません。 

This is not a car. 

 

65. あれは駅です。 

That is a station. 

 

66. 手紙があります。 

There is a letter. 

 



67. たくさんのホテルがありますか？ 

Are there a lot of hotels? 

 

68. 私の父はインド出身です。 

My father is from India. 

 

69. 私の弟はパイロットです。 

My brother is a pilot. 

 

70. 彼女は私のおばです。 

She is my aunt. 

 

71. 彼はあなたの息子ですか？ 

Is he your son? 

 

72. あの少年は学生です。 

That boy is a student. 

 

73. この少女は歌手です。 

This girl is a singer. 

 

74. あなたたちはその図書館にいますか？ 

Are you in the library? 

 

75. 銀行はありますか？ 

Are there a bank? 

 

76. これは人形ではありません。 

This is not a doll. 

 

77. これらは切手です。 

These are stamps. 

 

78. 彼らは市民です。 

They are citizens. 

 



79. 彼女は私の友人ではありません。 

She is not my friend. 

 

80. 彼は料理人ですか？ 

Is he a cook? 

 

81. 私はその病院にいます。 

I am in the hospital. 

 

82. あなたたちはその事務所にいますか？ 

Are you in the office? 

 

83. ケンジはその店にいません。 

Kenji is not in the store. 

 

84. 腕時計がたくさんあります。 

There are a lot of watches. 

 

85. 今日は寒いです。 

It is cold today. 

 

86. 彼は若いです。 

He is young. 

 

87. その花は赤いです。 

The flower is red. 

 

88. 私は元気です。 

I am fine. 

 

89. 彼女は病気ですか？ 

Is she sick? 

 

90. 私の弟は背が高い。 

My brother is tall. 

 



91. 彼は強いですか？ 

Is he strong? 

 

92. 彼らは忙しくありません。 

They are not busy. 

 

93. 彼は貧乏ではありません。 

He is not poor. 

 

94. 彼女はお金持ちですか？ 

Is she rich? 

 

95. その部屋はきれいです。 

The room is clean. 

 

96. マコトが悪いです。 

Makoto is bad. 

 

97. 私はお腹がすいています。 

I am hungry. 

 

98. その会社は広いです。 

The company is large. 

 

99. 彼女たちは正直ですか？ 

Are they honest? 

 

100. これは新しい帽子です。 

This is a new hat. 


