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【be動詞と一般動詞】 

★be動詞と一般動詞 100本ノック 

 

1. 私はピアノをひきます。 

I play the piano. 

 

2. 彼女は私の妻です。 

She is my wife. 

 

3. これはボールです。 

This is a ball. 

 

4. 彼らは人形を作ります。 

They make dolls. 

 

5. 私は幸せです。 

I am happy. 

 

6. その猫は水を飲みます。 

The cat drinks water. 

 

7. 彼女はその川で泳ぎます。 

She swims in the river. 

 

8. 私の両親はアメリカ人です。 

My parents are American. 

 

9. 私たちはその箱を開けます。 

We open the box. 

 

 



10. 彼は踊ります。 

He dances. 

 

11. 私の名前はリサです。 

My name is Lisa. 

 

12. 彼らはこのペンを使いますか？ 

Do they use this pen? 

 

13. 彼女はミュージシャンです。 

She is a musician. 

 

14. あれはライオンです。 

That is a lion. 

 

15. あなたは疲れています。 

You are tired. 

 

16. 私の両親はアメリカ人です。 

My parents are American. 

 

17. その男の子は英語を学びますか？ 

Does the boy learn English? 

 

18. その女性はリンゴを売ります。 

The woman sells apples. 

 

19. こちらは私の父です。 

This is my father. 

 

20. この靴かっこいい！ 

These shoes are cool! 

 

21. 彼は手紙を送ります。 

He sends a letter. 

 



22. その男性は公園に行きます。 

The man goes to the park. 

 

23. 私の父はとても厳しいです。 

My father is very strict. 

 

24. 彼女は本を読みますか？ 

Does she read a book? 

 

25. あなたはピザが欲しいですか？ 

Do you want a pizza? 

 

26. 私たちは走りません。 

We don’t run. 

 

27. 彼らはパリにいます。 

They are in Paris. 

 

28. 彼女は切手を集める。 

She collects stamps. 

 

29. 彼女は私の姉です。 

She is my sister. 

 

30. 私はサッカー選手です。 

I am a soccer player. 

 

31. その猫は魚を食べます。 

The cat eats fish. 

 

32. あなたは教師ですか？ 

Are you a teacher? 

 

33. 彼は私の夫ではありません。 

He is not my husband. 

 



34. 私たちは日本出身ではありません。 

We are not from Japan. 

 

35. 彼らは中学生ですか？ 

Are they junior high school students? 

 

36. 私は動物が好きです。 

I like animals. 

 

37. あれらは象ではありません。 

Those are not elephants. 

 

38. その少女はサッカーをします。 

The girl plays soccer. 

 

39. これらはバナナではありません。 

These are not bananas. 

 

40. これは本ですか？ 

Is this a book? 

 

41. あれは鳥ではありません。 

That is not a bird. 

 

42. その看護師はケーキが好きですか？ 

Does the nurse like a cake? 

 

43. その男の子たちはその男性を知りません。 

The boys don’t know the man. 

 

44. 彼はイギリスにいますか？ 

Is he in England? 

 

45. あなたはボールを買いますか？ 

Do you buy a ball? 

 



46. 彼らは日本人ではありません。 

They are not Japanese. 

 

47. これは机です。 

This is a desk. 

 

48. その男性はそこで働きますか？ 

Does the man work there? 

 

49. 私は看護師です。 

I am a nurse. 

 

50. あれは私の写真です。 

That is my picture. 

 

51. その女性は郵便を送ります。 

The woman sends a mail. 

 

52. 彼女はバスケットボール選手です。 

She is a basketball player. 

 

53. これは自動車ではありません。 

This is not a car. 

 

54. 彼女たちは花を持っていますか？ 

Do they have flowers? 

 

55. ケイコはその図書館で本を読みます。 

Keiko reads a book in the library. 

 

56. あれは駅です。 

That is a station. 

 

57. その女性には機会があります。 

The woman has a chance. 

 



58. あなたたちには（何人か）娘がいますか？ 

Do you have any daughters? 

 

59. その男の子は（ある 1本の）花を見ます。 

The boy looks at a flower. 

 

60. 手紙があります。 

There is a letter. 

 

61. みんな彼のことが好きです。 

Everybody likes him. 

 

62. たくさんのホテルがありますか？ 

Are there a lot of hotels? 

 

63. あなたはバナナをゆっくり食べます。 

You eat bananas slowly. 

 

64. 彼女は地図を持っていません。 

She doesn’t have a map. 

 

65. あなたの子どもたちはその庭で遊びますか？ 

Do your children play in the garden? 

 

66. 私の父はインド出身です。 

My father is from India. 

 

67. 彼女は毎朝歩きますか？ 

Does she walk every morning? 

 

68. 店員たちはその店の中で働きます。 

The clerks work in the store. 

 

69. 彼は私の帽子があまり好きではない。 

He doesn’t like my cap very much. 

 



70. 私は昼食を作りません。 

I don’t make lunch. 

 

71. 私の弟はパイロットです。 

My brother is a pilot. 

 

72. 彼らはギターを弾きません。 

They don’t play the guitar. 

 

73. 彼はあなたの息子ですか？ 

Is he your son? 

 

74. あれらの男性は日本語を学びますか？ 

Do those men learn Japanese? 

 

75. この少女は歌手です。 

This girl is a singer. 

 

76. あなたたちはその図書館にいますか？ 

Are you in the library? 

 

77. あなたたちはジュースが欲しいですか？ 

Do you want juice? 

 

78. これは人形ではありません。 

This is not a doll. 

 

79. 彼らは市民です。 

They are citizens. 

 

80. 私はたくさんのブドウを食べます。 

I eat many grapes. 

 

81. その女性は上手にバイオリンを弾きます。 

The woman plays the violin well. 

 



82. 私は彼女を必要としていません。 

I don’t need her. 

 

83. 彼女は私の友人ではありません。 

She is not my friend. 

 

84. あの男の子は英語を話しますか？ 

Does that boy speak English? 

 

85. 私はその病院にいます。 

I am in the hospital. 

 

86. 彼は普通 6時に起床します。 

He usually gets up at six o’clock. 

 

87. あなたたちはその事務所にいますか？ 

Are you in the office? 

 

88. 彼女はその公園の近くに住んでいます。 

She lives near the park. 

 

89. 日本人は米を食べます。 

Japanese eat rice. 

 

90. 彼は毎日音楽を聴きますか？ 

Does he listen to music? 

 

91. ケンジはその店にいません。 

Kenji is not in the store. 

 

92. 私たちは毎週日曜日に教会に行きます。 

We go to church every Sunday. 

 

93. 腕時計がたくさんあります。 

There are a lot of watches. 

 



94. 彼はテレビゲームをしません。 

He doesn’t play video games. 

 

95. 今日は寒いです。 

It is cold today. 

 

96. その花は赤いです。 

The flower is red. 

 

97. 私の弟は背が高い。 

My brother is tall. 

 

98. 彼らは忙しくありません。 

They are not busy. 

 

99. その会社は広いです。 

The company is large. 

 

100. マコトは車を持っていません。 

Makoto doesn’t have a car. 


