
 
 
 
 

 

① 自分の家族や友人を説明できるようになる 

② 気になる「彼」「彼女」について探ることができる 

he is ～ she is ～ 

何ができるようになるか 

構文： どんな文が作れるようになるのか  

① he is ～,  she is ～の文を作ることができる 

② he isn’t ～,  she isn’t ～の否定文を作ることができる 

③ Is he ～?  Is she ～? の疑問文を作ることができる 



Introduction 

Who is she? 

She is  
Carrie-Pamyupamyu 

Who is she? 

HE is  
Hamada Pamyupamyu. 



Introduction 

Who is she? 

Is she  
a fashion model? 

No, HE isn’t. 

HE is Ryuucheru. 
He’s from Cherucheru L. 



Introduction 

Who is he? 

He is  
“Canning” Takeyama. 

Is he Takeyama’s brother? 

No, he isn’t. 
He is a soccer coach. 



Introduction 

Who is he? 

Is he an Oni? 

No, he isn’t. 

He is Shota Matsuda.  



Key Sentences 

He is ～  She is ～ 

He is a good musician. 

He isn’t a good musician. 

Is he a good musician?  -  Yes, he is. 

彼は良いミュージシャンです。 

彼は良いミュージシャンではありません。 

彼は良いミュージシャンですか。 － はい。 



Key Sentences 

He is ～  She is ～ 

She is tall. 

She isn’t tall. 

Is she tall?  -  No, she isn’t. 

彼女は背が高いです。 

彼女は背が高くありません。 

彼女は背が高いですか。 － いいえ。 



Key Sentences 

He is ～  She is ～ 

彼は良いミュージシャンです。 

彼は良いミュージシャンではありません。 

彼は良いミュージシャンですか。 － はい。 



Key Sentences 

He is ～  She is ～ 

彼女は背が高いです。 

彼女は背が高くありません。 

彼女は背が高いですか。 － いいえ。 



I 

you 

She 
He 

This 
That 
・・・ 

am 

are 

Is  

＜プロフィール＞ 

Mayuko Ishibashi. 
from Japan. 
 
＜感情や様子＞ 

happy. 
 
＜職業、存在＞ 

a doctor. 
my friend 
a cup. 

Check the Point 



I 

you 

She 
He 

This 
That 
・・・ 

 
from Japan. 
 

happy. 
 
 
a doctor. 
my friend. 
a cup 

Check the Point 2 

am 

are 

Is  

not 

not 

not  



I 

you 

she 
he 

this 
that 
・・・ 

 
from Japan ? 
 

Happy ? 
 
 
a doctor ? 
my friend ? 
a cup ? 

Check the Point 3 

Am 

Are 

Is  

am 

are 

Is  



I 

you 

She 
He 

This 
That 
・・・ 

am 

are 

Is  

Check the Point 4 

Yes, I am. 
No, I’m not. 

Yes, he/she/it  is. 
No, he/she/it’s not. 



He is                          . 
She is                          . 

Key Expression 1 

① 私の友人、ケン 

② アメリカ出身 

③ 18才 

④ 大学生 

He is my friend, Ken. 

He is from America. 

He is 18 years old. 

① 

② 

③ 

④ He is a university student. 

友人を紹介しよう 



He isn’t                     . 
 She isn’t                     . 
      ( = He isn’t  / She isn’t ) 
         He’s not  /  She’s not ) 

Key Expression 2 

He   is              a fast swimmer. 

 He   is    not    a fast swimmer. 



Key Expression 2 

① × 良いリーダー 

② × スマート 

③ × 優しい 

④ × 強い 

He isn’t a good leader. 

He isn’t smart. 

He isn’t kind. 

① 

② 

③ 

④ He isn’t strong. 

彼をキャプテンに選ばない理由を伝えよう 

He isn’t                     . 
 She isn’t                     . 



Is he                        ? 
   Is she                       ? 
    - Yes, he(she) is.  
  - No, he(she) isn’t. 

Key Expression 3 

He     is    sick today. 

  Is      he   sick today? 



Key Expression 3 

① 新しい先生？ 

② ロンドン出身？ 

③ 優しい？ 

Is she a new teacher? 

Is she from London?  

① 

② 

③ Is she kind? 

新しい先生について聞き出そう 

Is he                        ? 
   Is she                       ? 
    - Yes, he(she) is.  
  - No, he(she) isn’t. 



Pair Pattern Practice 

彼女は良いアーティストです。 

She is a good artist. 

Is she a good artist? 

She isn’t a good artist. 

（肯） 

（否） 

（疑） Yes, she is. 
No, she isn’t. 

彼はオーストラリア人です。 

He is from Australia. 

Is He from Australia? 

He isn’t from Australia. 

（肯） 

（否） 

（疑） Yes, he is. 
No, he isn’t. 



Pair Pattern Practice 

佐藤さんはあなたの先生です。 

Mr. Sato is your teacher. 

Is Mr. Sato your teacher? 

Mr. Sato isn’t your teacher. 

（肯） 

（否） 

（疑） Yes, he is. 
No, he isn’t. 

ユキは幸せです。 

Yuki is happy. 

Is Yuki happy? 

Yuki isn’t happy. 

（肯） 

（否） 

（疑） Yes, she is. 
No, she isn’t. 



Let’s Practice 

A: She is                .  She is               .  
B:   Is she               ? 
A:   Yes, she is.  /  No, she isn’t. 



Let’s Practice 

A: She is                .  She is               .  
B:   Is she               ? 
A:   Yes, she is.  /  No, she isn’t. 



Let’s Practice 

A: She is                .  She is               .  
B:   Is she               ? 
A:   Yes, she is.  /  No, she isn’t. 



Let’s Practice 

A: She is                .  She is               .  
B:   Is she               ? 
A:   Yes, she is.  /  No, she isn’t. 



Let’s Practice 

Introduce your friend. 
友達や家族を紹介しよう 

 
A: My mother is Reiko. 
       She is 48 years old.  She is a nurse. 
 

B:   Is she  a good mother? 
 

A:   Yes, she is.  /  No, she isn’t. 
       She is kind. 

Example Conversation 



Situation 

紹介 He is my boyfriend, Ryota. 

（ my brother / my student ） 

Situation ① :  ラブラブな感じで。もちろん、あなたは女子。 

説明 He’s crazy. 

（ funny  /  smart  /  a small kid ） 
   面白い   賢い   

Situation ② :  ほんと、おかしいから、あいつ。            



Situation 

否定する He isn’t a teacher. 

（ strange  / popular  /  my type ） 
変わっている 人気のある  タイプ 

Situation ③ :  俺は、あいつなんか教師って認めねえ。 

探り出す Is she angry? 

（  happy  / your friend  /  young  ) 

Situation ④ :  怒らせちゃったかも、大丈夫かな。            





Director & Actor 

待って。彼は今ナーバスになっているから。 

Wait.  He is nervous now.   

余計なこと言うなよ！ほっといてあげて。 

彼女は俺の友達だよ。クラスメイトでもあるし。 

She is my friend. 
She is my classmate, too. 

好きなの？紹介しようか？ 



Director & Actor 

彼、だれ？ あなたの友達？ 

Who is he? 
Is he your friend? 

誰？ずいぶんなれなれしくない？ 

彼女は怒っているんじゃないですよ。腹減ってるだけです。 

She isn’t angry.  She is hungry. 

彼女、誤解されやすいタイプなんです 



Key Sentences Review 

He is ～  She is ～ 

He is a good musician. 

He isn’t a good musician. 

Is he a good musician?  -  Yes, he is. 

彼は良いミュージシャンです。 

彼は良いミュージシャンではありません。 

彼は良いミュージシャンですか。 － はい。 



Key Sentences Review 

He is ～  She is ～ 

She is tall. 

She isn’t tall. 

Is she tall?  -  No, she isn’t. 

彼女は背が高いです。 

彼女は背が高くありません。 

彼女は背が高いですか。 － いいえ。 


