『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

この表は１年生のときにしっかり覚えましたね。「あなた」と「あな
たたち」は全く同じです。それから、itsとit'sの違いがわかりますか？
後で解説します。

thisに「これは」（代名詞）と「この」（形容詞）の２つの意味がある
ように、that, these, thoseにもみんな２つ意味があります。難しいこと
を言えば、これらの代名詞は指示代名詞といいます。

これらの語については後述します。教科書では学習しないものもあるので
要注意です。
手引き【３】不定代名詞 参照

itの使い方については後述。
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『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

「～自身」についてはmyselfとyourselfだけ覚えておけばよいでしょう。
myselfは先日学習しました。yourselfは次の文で覚えましょう。
Help youself. 自由にとって食べてください。 教③18

この３つの英文については無視しなさい。教科書で習った英文だけ覚
えておけばよい。

この文はしっかり読んで理解しておきましょう。わ
からなかったら個人的に聞いてください。

後からあと１つ追加します。
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『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

動詞の後の代名詞は「～を」の形を使います。
Do you know him?
Do you know he?

○
×

この(3)と(4)は絶対にできなければなりません。

ここでは、２年生で学習したnothingを使います。
nothingは不定詞１で詳しく説明します。

both ofの後に来る代名詞は「～を」の形ですofが前置詞だか
ら、前置詞の後に来る代名詞は「～を」の形です。
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『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

中学校２年生レベルの問題です
ね。満点を取りたいですね。

(4)1

(4)2
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『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

石田の『英語の整理と研究』の手引き
【１】人称代名詞
○ its と it's の違いがわかりますか？

This is Canada. Its population is about thirty million.
これはカナダです。それの人口は約３，０００万です。

It's the second largest country in the world.
それは世界で２番目に大きい国です。
［解説］

Its の意味は「それの」です。具体的に言うと、
「カナダの」です。It's のは It is はの短縮形です。
また、It はカナダを指しています。
○

前置詞の後の代名詞は「～を」の形が来る。

I'm looking for him.
× I'm looking for he.
○
※

前置詞とは名詞や代名詞の前に置かれる語で、時間、場所、手段などを表す。

at, in, for, by, from, to, over, under, through, between, by な ど
【２】指示代名詞
○

指示代名詞４つのまとめ
単数のものをさして

複数のものをさして

近くをさして

これは

this

これらは

these

ディーズ

遠くをさして

あれは

that

あれらは

those

ドウズ

it で受ける
○

they で受ける

指示形容詞４つ
単数のものをさして

複数のものをさして

近くをさして

このペン

this pen

これらのペン

these pens

遠くをさして

あのペン

that pen

あれらのペン

those pens

it で受ける
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they で受ける

『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

【３】不定代名詞
不定の人や物を表す代名詞、これを専門用語で「不定代名詞」と言うのですが（この言葉は覚えな
くてもよいです）、これについては１つずつ解説をする必要があります。
○

each については、形容詞としては数多く出てきますが、代名詞としては学習しません。みなさ
んは下の２つの例がわかればよいです。

We have six classes each day from Monday to Friday.

教①64

形それぞれの

We live far away from each other.

教②12

お互い
○

everyone は少し要注意です。呼びかけの「みなさん」の意味と、「だれでも」という意味があ
ります。ここで注意することは、everyone は（三人称）単数扱いだということです。be動詞は is
ですし、一般動詞が来れば三単現の s がつきます。

Everyone in my host family is kind to me.

教①58

私のホストファミリーの誰もが私に親切です。
○

something については、これが主語になって動詞に三単現の s がつくような例は３年間で学習
しません。よって、次のような文が理解でき書ければ十分です。

The tree remembered something sad.

教③54

その木はある悲しいことを思い出しました。
○

other についても注意が必要です。『整研』には other は単数扱いで others は複数扱いと書い
てありますが、代名詞の other は each

other で学習しました。これだけで十分です。s をつけ

て複数形で用いられる場合もあり、これは今から習います。

Many others were injured.

教③55

多くのほかの人々は傷ついていました。
形容詞として用いられる場合は、しばしば後に複数名詞が来ますが、some, any, no, one な
どを伴って単数名詞を修飾することもあります。

It's more interesting than any other book.

教②102
単数名詞

それはほかのどの本よりもおもしろい。

I went fishing at the river with my friends. Other people were fishing there, too.
ほかの人々

複数名詞
教②16

○

another は分解すると、an ＋ other ですから、単数形であることがわかります。教科書では、
代名詞として用いられるのは３年の教科書で１回のみの登場です。形容詞として用いられる例は数
多く登場しています。形容詞として使われる場合は、後には当然単数名詞が来ます。

○

both についてはみなさんは不定代名詞も形容詞も、そしてさらに副詞もすでに学習済みです。

品詞は代名詞と副詞とで少し違うのですが感覚で理解できるでしょう。
(1) 不定代名詞

Both of them left home when he was a baby.
代両方
彼らの両方とも彼が赤ちゃんのとき家を出た。
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教②96

『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

(2) 副詞（New Horizon の教科書は接続詞としています）

Both students and teachers danced in the cafeteria on that day.

教②10

副 ～と…の両方
その日は先生も生徒も両方カフェテリアでおどりました。

You both look very happy.

教②53

副両方
あなた方は両方ともとてもうれしそうですね。
○

all は「６ 形容詞」で詳しく述べませんでしたので、ここで再確認しておきましょう。簡単に
言うと、
代名詞としての all は「すべて、みんな」と訳せばよい。
形容詞の all は直訳すると「すべての」と訳せ、次に名詞が来る。
ということです。では、次にみなさんが今まで習った英文を紹介します。難しいこと抜きにわか
っていると思います。
(1) 代名詞

Are these all yours?

教①74

代みんな
これらはみんなあなたのものですか？

You all look happy!

教②12

代みんな
あなたたち、みんな楽しそうですね。
(2) 形容詞

The blue whale is the largest of all animals.

教②100

形すべての
シロナガスクジラはすべての動物の中で最も大きいです。
○

any や some も同じことがいえるのですが、こんなことばかりやっていると簡単なことが難し
くなりそうなので省略します。どうしても解説してほしかったら石田までどうぞ。

【４】it の特別な使い方
『整研』にも it の特別な使い方がまとめてありますので、しっかり復習しましょう。ただし、
１番最後の距離を表す言い方はみなさんは習いません。覚えられれば覚えてください。公立高校の
入試には書く問題としては出題されませんのでご安心ください。
(1) it takes「時間がかかる」
動詞 take には「時間がかかる」という意味があります。これは主語を it にします。これに
ついてはみなさんは現在形も過去形も学習済みです。下に引用します。How

long を使ったた

ずね方もしっかり覚えましょう。
エリカ: How long does it take?
男性: Oh . . . I think it takes about ten minutes.

教②78

エリカ：どのくらい時間がかかりますか？
男性：そうですね、約１０分かかります。

It took about one hour from London to Oxford by train.
ロンドンからオックスフォードまで電車で約１時間かかりました。
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教②24

『英 語の整 理と 研究 』の研 究

６

代名 詞

《練習 ４》日本語の意味に合うように(
)に適語を入れて英文を完成しなさい。
(1) 私のホストファミリーの誰もが私に親切です。

(

) in my host family (

) kind to me.

(2) 私は合唱コンクールが好きです。それぞれの学級がステージの上で一緒に歌います。

I like a chorus contest. (

) class (

) together on stage.

(3) ナスカの地上絵とマチュピチュは両方ともペルーの人気のある世界遺産です。

(
) the Nazca Lines (
Heritage Sites in Peru.

) Machu Picchu are popular World

(4) わあ、私は今日新しいことを学びました。

Wow, I learned (

) new today.

(5) それぞれの相撲部屋には部屋特有のちゃんこ鍋があります。

) sumo stable has its own original chankonabe.

(

(6) マザーテレサは言いました。「愛は家庭で起こります。お互い微笑みあいなさい。お互いを助けなさい。」

Mother Teresa said, "Love begins at home. Smile at (
). Help (
)(
).

)(

(7) 徳山から東京まで新幹線でどのくらいかかりますか？

(
) (
) (
Tokuyama to Tokyo by Shinkansen?

) (

) (

) from

約４時間３０分かかります。

(

)(

) about 4 and a half hours.

《練習 ４》日本語の意味に合うように(
)に適語を入れて英文を完成しなさい。
(1) 私のホストファミリーの誰もが私に親切です。

(

Everyone

) in my host family (

is

) kind to me.

(2) 私は合唱コンクールが好きです。それぞれの学級がステージの上で一緒に歌います。

I like a chorus contest. (

Each ) class (

sings

) together on stage.

(3) ナスカの地上絵とマチュピチュは両方ともペルーの人気のある世界遺産です。

(
Both
) the Nazca Lines (
Heritage Sites in Peru.

and

) Machu Picchu are popular World

(4) わあ、私は今日新しいことを学びました。

Wow, I learned (

something

) new today.

(5) それぞれの相撲部屋には部屋特有のちゃんこ鍋があります。

(

Each

) sumo stable has its own original chankonabe.

(6) マザーテレサは言いました。「愛は家庭で起こります。お互い微笑みあいなさい。お互いを助けなさい。」

Mother Teresa said, "Love begins at home. Smile at (
). Help ( each
)(
other
).

each

)(

other

(7) 徳山から東京まで新幹線でどのくらいかかりますか？

(
How ) ( long ) ( does
to Tokyo by Shinkansen?

)(

it

)(

約４時間３０分かかります。

(

It

)(

takes ) about 4 and a half hours.
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take

) from Tokuyama

