
基礎演習英語③ 

年  組   番（    解答   ） 

３，形容詞・副詞 文法の重要事項を確認しましょう！ 

［１］形容詞 

☆形容詞の位置…修飾する名詞の前に置く。-thing で終わる語を修飾する場合は，-thing の語の後

ろに置く。 

（例）a black cat（黒い猫） something black（黒い何か） 

 

☆many「たくさんの，多数の」much「たくさんの，多量の」…many は複数形の数えられる名

詞，much は数えられない名詞（単数形）につける。 

（例）There are many pictures on the wall. 

   （壁にはたくさんの絵がかかっています） 

    He doesn’t have much money. 

     （彼はたくさんのお金は持っていません） 

 

☆a lot of，lots of「 たくさんの」…数えられる名詞にも数えられない名詞にも使われる。 

☆few，little…a few， few は複数形の数えられる名詞。a little， little は数えられない名詞につけ

る。 

 

few…（数が）ほとんどない     a few…（数が）少しの，2，3 の 

little…（量が）ほとんどない    a little…（量が）少しの，少量の  

（例）Yuki has a few friends in Canada. 

（ユキはカナダに 2，3 人の友達がいます） 

We have little snow in December. 

（12 月はほとんど雪が降りません） 

 

☆no + 名詞「1 つも～ない，少しも～ない」…数えられる名詞にも，数えられない名詞にも使わ

れる。not a, not any と同じ意味。 

（例）I have no money.（私はお金を少しも持っていません） 

 

☆形容詞+名詞 ⇄ 主語 + be 動詞 + 形容詞 の置き換え 

That is a long bridge.  ⇄ The bridge is long. 

（あれは長い橋です）  （あの橋は長いです） 

 

 

 

 

［２］副詞 

☆副詞の位置…動詞を修飾する場合は動詞（+目的語）のあと，形容詞や他の副詞を修飾する場合

は，その直前に置くのが基本。 

 

☆頻度を表す副詞の位置…always, often などの頻度を表す副詞は，一般動詞の前，be 動詞・助動詞

のあとに置く。 

（例）She always gets up early. 

     （彼女はいつも早く起きます） 

      Ken is often late for school. 

  （ケンはしばしば学校に遅れます） 

  ※enough は（十分）は，形容詞・副詞のあとに置く。 

 

☆形容詞の文 ⇄ 副詞文の置き換え 

（例）He is a good swimmer.   ⇄   He swims well. 

  （彼は泳ぎが上手な人です）    （彼は上手に泳ぎます） 

 

 

［３］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，形容詞の位置は，修飾する（① 名詞 ）の前に置く。-thing で終わる語を修飾する場合は， 

-thing の語の（②  後ろ ）に置く。 

２，（③  many  ）は複数形の数えられる名詞，（④  much  ）は数えられない名詞（単

数形）につける。 

３，a lot of，lots of は「（④  たくさんの ）」という意味で，数えられる名詞にも数えられない名

詞にも使われる。 

４，a few， few は（⑤ 複数形 ）の数えられる名詞。a little， little は         

（⑥ 数えられない名詞 ）につける。 

５，fewの意味は、「（⑦（数が）ほとんどない ）」。  

a few は「（⑧（（数が）少しの，2，3 の））。 

little の意味は，「（⑨ （量が）ほとんどない ）」。 

 a little は「⑩（（量が）少しの，少量の ）」 

６，副詞は，動詞を修飾する場合は（⑪ 動詞 （+目的語））のあと，形容詞や他の副詞を修飾す

る場合は，その（⑫ 直前 ）に置くのが基本。 

７，always, often などの頻度を表す副詞は，（⑬ 一般動詞 ）の前，（⑭ be 動詞・助動詞 ）の

あとに置く。 



 

【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，形容詞 

①My brother doesn’t like that ( T-shirt red  /  red T-shirt  ). 

②He wants ( hot something  /  something hot  ). 

③We don’t have ( much  /  many  ) time. 

④( Much  /  Many ) people visit our town in summer.  

⑤We have ( little  /  few  ) snow here.  

⑥I have ( a little  /  a few  ) friends in the U.S.  

⑦I have ( few  /  no  ) idea.  

⑧She has a ( lot  /  little  ) of money.  

 

２，副詞 

①Time passed ( fast  /  early  ). 

②Mary is very busy, but she ( often  /  enough  ). 

③I don’t understand the problem very ( well  /  good ). 

④He ( always is  /  is always  )sleepy. 

⑤My mother and I ( walk usually  /  usually  walk  ) to the store. 

⑥This curry isn’t ( enough hot  /  hot enough  ). 

 

【基礎を固めましょう！】 

１，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。 

①私には多くの友人がいます。 

I have (     many       ) friends. 

語句： few    a few    much    many   ※友達は数えられます。 

 

②2 月には多くの雪が降ります。 

We have (    a lot of        ) snow in February. 

語句： a lot of     many     little    a few  

※数えられる名詞と数えられない名詞どちらも使用できる語句を選択 

 

③彼はほとんどお金を持っていません。 

He has (     little        ) money. 

語句：little     a little      few       a few ※お金の量がほとんどない 

 

 

 

④2，3 人の学生がまだ教室にいます。 

(   A few      ) students are still in the classroom. ※学生は数えられます 

語句：A few     Many      Lots of      Much 

 

⑤その国は 6 月に雨がまったく降りません。 

That country has (    no      ) rain in June. ※「まったく」がヒント 

語句：not     no     little     few 

 

⑥のどが渇いていますが，水があまりありません。 

I am thirsty, but I don’t have (    much        ) water. 

語句：much    a little    no    any     ※水は数えられない 

 

２，次の英文で（  ）内の語を文中に入れるとすればどこが適当か，番号を○で囲みなさい。 

（１）She ① is  ② late ③  for ④  school ⑤.   （often） 

（２）He ①  sleeps ② every ③  night ④ .    （well） 

（３）The ①  girl ② speaks ③ English ④ .   （slowly）  

（４）My mother ① gets ② up ③ at ④ six ⑤ in ⑥  the morning ⑦ .    （usually） 

（５）Mary ① sees ② Mr. White  at ③ the bus stop ④ .     （sometimes） 

 

３，次の英文の日本語の空欄に適語を入れ，文を完成させないさい。 

①Do you need a lot of money now? 

今，（ たくさんの ）お金が必要ですか？ 

 

②He has little knowledge about Japan. 

彼は，（  日本に関してほとんど  ）知りません。 

 

③I understand her feelings a little. 

私には彼女の（   気持ちが少し  ）わかります。 


