
基礎演習英語② 

年  組  番 名前（   解答     ） 

２、名詞・冠詞・代名詞 文法の確認事項 

［１］名詞 

☆名詞には「数えられる名詞」と「数えられない名詞」があります。 

数えられる名詞 数えられない名詞 

普通名詞…一般的な名称の名詞 

例、a cat / cakes  a bird / birds 等 

固有名詞…この世界に１つだけのも

の Tokyo  Japan  sky tree等 

集合名詞…同じようなものの集合体 

例、family  audience（聴衆） 

crew（乗組員） people（人々）等 

物質名詞…液体(water)，気体(air)，

素材(gold)，食材(suger)等形が変わ

るため，１つの形にならないもの 

【特徴】 

a［an］をつけることができ，複数形

にもできる 

抽象名詞…概念，感情，性質，動作

等見ることができない，描けない 

【特徴】a［an］をつけず，普通は複

数形にしない。 

 

☆名詞の複数形…名詞の終わりに-s［-es］をつけるのが基本。 

● -sをつけるもの：pen→pens / box→ boxes / baby →babies / knife knives 

● 不規則に変化するもの：chiid →children /man→men /tooth→teeth 

 ox →oxen 

●名詞の所有格…「父の帽子」の「父の」のように，「～の」の意味。名詞の終わりに「－’s」をつ

ける。My mother’s hat 

 

☆物質名詞の数え方：容器や単位を使って表す。 

Give me a sheet of paper.（紙を 1枚ください） 

Give me two sheets of paper.（紙を 2枚ください） 

 

［２］冠詞 

☆a［an］…不特定なものにつく。Anは母音で始まる語の前。 

（例）a boy(少年)  an egg（卵） 

 

☆the…一度出たものや特定のものにつく。 

I bought a bag. The bag is yellow.（鞄を買った。その鞄は黄色である） 

 

 

 

 

［３］代名詞 

☆mine「私のもの」，yours「あなたのもの」／-self［‐selves］「～自身」 

This bike is mine.（この自転車は私のものです）  

Do it yourself.（それを自分でしなさい ※命令文） 

 

☆one…前に出た名詞の代わりとして使われる。 

I’m looking for a bag. － How about this one? 

（鞄を探しているのですが－これはいかがですか） 

 

☆some, any「何人かの」「いくつかのもの」…someは肯定文，anyは疑問文，否定文で使用する。 

Do you know any of the boys?（その少年のうち誰かを知っていますか） 

 

☆another「もう１つのもの」,other「他の〔残りの〕もの」 

I have a CD, but I want another. 

（私は CDを 1枚持っています，しかしもう一枚ほしいです） 

I like this cap better than the others. 

（僕はこの帽子のほうが他のものより好きです） 

 

☆both「両方」，each「それぞれ」，all「すべて」 

Each has his dictionary.（それぞれが辞書を持っています） 

★熟語：one another（〔2者以上〕おたがいに） each other（〔3者以上〕おたがいに） 

※最近では，あまり区別がつかなくなっています。 

one～the other（〔2つのうち〕一方は～，他方は…） 

 

［４］文法の確認事項を読み，空欄に適語を入れ，文を完成させなさい。 

１、名詞には（① 数えられる）名詞と（②数えられない）名詞がある。 

２、名詞の複数形は，名詞の終わりに（③ -s［-es］ ）をつけるのが基本。 

３、冠詞の（④ a［an］ ）は，不特定なものにつく。（⑤ the ）は，一度出たものや特定のも

のにつく。 

４、私のものは（⑥ mine ），あなたのものは（⑦ yours ）。 

５、前に出た名詞の代わりとして使われるのは，（⑧ one ）。 

６、（⑨ some ）「いくつかのもの，何人かの」は肯定文，（⑩ any ）は疑問文，否定文で使用

する。 

７、（⑪ another ）はもう１つのもの，（⑫ other ）他の〔残りの〕もの 



 

【重要ポイント確認問題】 

次の英文の（ ）内の正しい方をまるで囲みなさい。 

１，名詞 

①I want （ a water / some water ）.  

②I like （ a music / music ）.  

③We don’t have a （ knife / knives ）.  

④A day has 24 （ hour / hours）.  

⑤Is this （ Ken’s / Ken ）dictionary?  

⑥I need three sheets of（ paper / papers ）.  

 

２，冠詞 

①Mr. White is （ a / an ）interesting person. 

②She plays （ the / a ）violin. 

③I have a cat. I like （ a / the ）very much. 

 

３，代名詞 

①This magazine is （ mine / my ）. 

②This cap is not good. That （ it / one ）is okay. 

③Do you have （ any / another ）questions? 

④I want （ other / another ）cup of coffee. 

⑤They like（ both / each ）other very much. 

⑥We know（ one / all ）another. 

 

【基礎を固めましょう！】 

１，次の名詞の複数形を書きなさい。 

①box （ boxes ） ②life （  lives  ）③baby （  babies  ） 

④child（   children ） ⑤sheep（ sheep ）⑥dish（  dishes  ） 

⑦woman（  women  ）⑧foot（   feet   ） 

 

２，次の英文の空欄に入る適当な語句を選び，文章を完成させなさい。 

①I want a （  glass  ）of water. ※水を飲む時に使うものは？ 

語句： glass     piece      slice 

 

②I give a（  slice  ）of meat to my dog every day. 

語句： glass      cup      slice   ※お肉を切る時に使う言葉は？ 

 

③Do you have a（  sheet  ）of paper? 

   語句：  sheet      cup      glass   ※「紙」を別の言い方で数えるときに使う 

 

④My mother makes a（  cup  ）of tea every morning. 

  語句： piece      sheet      cup    ※紅茶は何で飲む？ 

 

⑤Andy is（    an  ）honest boy.  ※アネストと読むから… 

  語句：    a        an         it 

 

⑥The sun rises in（   the   ）east. 

  語句：     a        an         the   

 

３，次の日本文の意味を表すように空欄に適語を選び，文章を完成させなさい。 

①これは私の辞書ではなく，彼女のです。 

This is not my dictionary but （   herself    ）. 

語句：   she      he       her       herself 

 

②私は Tシャツを 3枚持っています。1枚は赤で，残りは黄色です。 

I have three T-shirts. One is red and the （  others  ）are yellow. 

語句：   another     other      others       one 

 

③彼らはめいめい自分のコンピューターを持っています。 

（  Each  ）of them has his own computer. ※めいめい＝たがいに 

語句：  Both      Each      One      Some 

 

④ トムはかばんをほしがっています。彼は１つも持っていないのです。 

Tom wants a bag. He doesn’t have （  any  ）. 

語句：   any        some      other       each ※someじゃないよ 

 


