
中英1-3-1(1)
1. 名詞・代名詞

a pen や an apple のように 1つや1人の名詞には a（an）を つけました。

3章 名詞・代名詞

[1] 名詞の複数形

英語では 名詞が2つ以上（複数）のとき、

名刺の語尾に –s（-es）を つけて 複数形 にします。

複数形のつくり方

三人称・単数・現在形の
-s と同じ方法です

① ふつうは –s を つける pen → pens ,  book → books

⑤ 例外 man →  men ,  child →  children

② 最後が -s, -sh, -ch, -x, -o で 終わる語は –es を つける

bus → buses ,   dish → dishes ,   watch → watches
box → boxes ,   potato → potatoes

バス 皿

箱

腕時計

いも

③ 最後が 「子音字 ＋ y 」のときは y を i に かえて es を つける

city → cities , country → countries
市 国

④ 最後が f (fe) のときは f (fe) を v に かえて es を つける knife →  knives
ナイフ

男の人 子ども
少ししかないので
そのつど覚えましょう！
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1 例にならい、次の語を（ ）内の数字を加えて複数形にしましょう。

(1) box (3)

（例） girl (4) → four girls

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

(2) pen (7)

(3) city (10) (4) child (5)

数字以外の、量をあらわす単語

many , a lot of たくさんの

some , any いくつかの
some … 普通の文
any … 否定文、疑問文で

また this（これ、この） that（あれ、あの） は 単数を示すもので、
複数のときは these（これら） those（あれら） に なります。

（例） This is a pen.                  これは（1本の）ペンです。

These are three pens.       これらは3本のペンです。

このように、be動詞も複数形では are に なります。

3本のペンにすると



中英1-3-1(2)

1 例にならい、次の語を（ ）内の数字を加えて複数形にしましょう。

(1) box (3)

three boxes    

（例） girl (4) → four girls

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

(2) pen (7)

seven pens      

(3) city (10)

ten cities       

(4) child (5)

five children    

数字以外の、量をあらわす単語

many , a lot of たくさんの

some , any いくつかの
some … 普通の文
any … 否定文、疑問文で

また this（これ、この） that（あれ、あの） は 単数を示すもので、
複数のときは these（これら） those（あれら） に なります。

（例） This is a pen.                  これは（1本の）ペンです。

These are three pens.       これらは3本のペンです。

このように、be動詞も複数形では are に なります。

3本のペンにすると
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2 英語で書きましょう。

(1) 私は犬を2匹飼っています。

(2) 彼女はたくさん本を持っています。

飼っている have

(3) あれらはあなたのボールです。 ボール ball



中英1-3-1(3)

2 英語で書きましょう。

(1) 私は犬を2匹飼っています。

I have two dogs.

(2) 彼女はたくさん本を持っています。

飼っている have

She has many books.

(3) あれらはあなたのボールです。

Those are your balls.

ボール ball
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主格（～は、～が）

pen や Tom のように、人や物の名前を表すことばを 「名詞」 と いうのに対して、
その 名詞の代わりを表すことば を 代名詞 といいます。

[2] 代名詞

単数 複数

I （私は）

you （あなたは）

he （彼は）

she （彼女は）

it （それは）

we （私たちは）

you （あなたたちは）

（彼らは）

they （彼女らは）

（それらは）

おもに 文の主語になる代名詞を 主格の代名詞 といいます。
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1 部を、1語の代名詞にして 文を書きかえましょう。

(1) My mother is a teacher. （私の母は教師です。）

(2) Tom and Yumi are good friends. （トムとゆみは仲の良い友だちです。）

(2) Mary and I are students. （メアリーと私は生徒です。）

(例) Tom is my friend. → He is my friend.



中英1-3-1(5)

1 部を、1語の代名詞にして 文を書きかえましょう。

(1) My mother is a teacher. （私の母は教師です。）

She is a teacher.

(2) Tom and Yumi are good friends. （トムとゆみは仲の良い友だちです。）

They are good friends.

(2) Mary and I are students. （メアリーと私は生徒です。）

We are students.

(例) Tom is my friend. → He is my friend.
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私の my 私たちの our

あなたの your あなたたちの your

彼の his 彼らの

彼女の her 彼女らの their

それの its それらの

所有格（～の）

「～の」と 持ち主や関係 を表すものを 所有格の代名詞 といいます。

「トムの」のように、人の名前の場合は
Tom’s
また、名詞に「’s」をつけて
my sister’s
のようにします。

所有格の代名詞は 名詞の前 に置きます。

（例） 私たちの学校 our school

また a（an） とは いっしょに使えません。

× a my book
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所有代名詞（～のもの）

2 2つの文が ほぼ同じ意味になるように、英語を書き入れましょう。

私のもの mine あなたのもの
（あなたたちのもの）

yours 彼のもの his

彼女のもの hers 私たちのもの ours 彼らのもの
（彼女らのもの）

theirs

「私のかばん」 → 「私のもの」 のように ＜所有格＋名詞＞を 1つにしたものを
所有代名詞 と いいます。

This is my bag.

This bag is .
(1)

These books are theirs.

These are books.
(2)



中英1-3-1(7)
所有代名詞（～のもの）

2 2つの文が ほぼ同じ意味になるように、英語を書き入れましょう。

私のもの mine あなたのもの
（あなたたちのもの）

yours 彼のもの his

彼女のもの hers 私たちのもの ours 彼らのもの
（彼女らのもの）

theirs

「私のかばん」 → 「私のもの」 のように ＜所有格＋名詞＞を 1つにしたものを
所有代名詞 と いいます。

This is my bag.

This bag is mine    .
(1)

These books are theirs.

These are their    books.
(2)
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目的格（～を、～に）

× he

「～を」「～に」 に あたることば を 目的語 といい
代名詞（私を、彼に）の 場合を 目的格の代名詞 といいます。

（例） 私は彼を知っています。 I know him.

like の ときは「～が」と 日本語にすることもあります。

I like him. 私は彼が好きです。
（彼を）

私を me あなたを
（あなたたちを）

you

彼を him 彼女を her

それを it 私たちを us

彼らを
（彼女らを）

them
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3 次の下線部を代名詞にかえて、全文を書きかえましょう。

(1) I know Nancy. →

中英1-3-1終了

(2) I like Ken and Kumi. →

(3) You know me and Ken. →

※ 前置詞 for, with, to, … などの あとにくる代名詞も 目的格にする

（例） for me （私のために） with him （彼といっしょに）

＜単数＞

主格 所有格 目的格 所有代名詞

～は ～の ～を
～に

～のもの

I my me mine

you your you yours

he his him his

she her her hers

it its it ---

＜複数＞

主格 所有格 目的格 所有代名詞

～は ～の ～を
～に

～のもの

we our us ours

you your you yours

they their them theirs

一人称

二人称

三人称
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3 次の下線部を代名詞にかえて、全文を書きかえましょう。

(1) I know Nancy. → I know her.         

中英1-3-1終了

(2) I like Ken and Kumi. → I like them.         

(3) You know me and Ken. → You know us.         

※ 前置詞 for, with, to, … などの あとにくる代名詞も 目的格にする

（例） for me （私のために） with him （彼といっしょに）

＜単数＞

主格 所有格 目的格 所有代名詞

～は ～の ～を
～に

～のもの

I my me mine

you your you yours

he his him his

she her her hers

it its it ---

＜複数＞

主格 所有格 目的格 所有代名詞

～は ～の ～を
～に

～のもの

we our us ours

you your you yours

they their them theirs

一人称

二人称

三人称



中英1-3-1(補)補充問題

2 次の疑問文に対する答を書きなさい。

1 次の語の複数形を書きなさい。

(1) chair  (2) library  

(例) 3個のカップ → three cups

いす

(3) box  (4) woman  (5) knife  

図書館

女の人

(1) 2冊の本 →

(2) 5本のえんぴつ →

(3) 6個のりんご →



中英1-3-1(補)

3 次の文の（ ）内から適するものを選び、記号を○でかこみなさい。

(1) I have（ ア a イ an ウ some ）oranges.

(2) Do you have（ ア a イ an ウ any）sisters?

(3) （ ア He イ His ウ Him）is my brother.

4 2つの文がほぼ同じ意味になるようにしなさい。

(1) This is your book. ＝ This book is  .

(4) Ms. Hayashi is（ ア we イ our ウ us）teacher.

(5) Do you know（ ア they イ their ウ them）?

(6) My mother makes dinner for（ ア my イ me ウ mine）.

(2) That is his hat. ＝ That hat is  .

(3) That is our house. ＝ That house is  .



中英1-3-1(補)補充問題

2 次の疑問文に対する答を書きなさい。

1 次の語の複数形を書きなさい。

(1) chair  chairs  (2) library  libraries  

(例) 3個のカップ → three cups

いす

(3) box  boxes  (4) woman  women  (5) knife  knives  

図書館

女の人 ウィミン

(1) 2冊の本 → two   books   

(2) 5本のえんぴつ → five   pencils   

(3) 6個のりんご → six   apples   



中英1-3-1(補)

3 次の文の（ ）内から適するものを選び、記号を○でかこみなさい。

(1) I have（ ア a イ an ウ some ）oranges.

(2) Do you have（ ア a イ an ウ any）sisters?

(3) （ ア He イ His ウ Him）is my brother.

4 2つの文がほぼ同じ意味になるようにしなさい。

(1) This is your book. ＝ This book is  yours   .

(4) Ms. Hayashi is（ ア we イ our ウ us）teacher.

(5) Do you know（ ア they イ their ウ them）?

(6) My mother makes dinner for（ ア my イ me ウ mine）.

(2) That is his hat. ＝ That hat is  his   .

(3) That is our house. ＝ That house is  ours   .


