
みんなの英プリ No.1   Class    No.   Name             

＜ 形容詞の this と that ＞ 

 
 

This house is new. 

That house is old. 

この家は新しい。 

あの家は古い。 

this＋名詞で「この～」という意味。that＋名詞は「あの～」という意味。 

名詞を修飾する形容詞としての働きがある。どちらも人にも使える。 

 

Ａ．次の英文を日本文にしなさい。 

1． This room is clean.                                              

2． This boy is tall.                                              

3． That dog is very big.                                              

4． That woman is my mother.                                              

Ｂ．次の日本文を英文にしなさい。 

1． この本はおもしろい。                                              

2． この少年は私の兄です。                                              

3． あの学校は古い。                                              

4． あの少女は私たちの姉です。                                              

 

　　　　　　　　　　うなりくん、今日の学習は

　　　　　　　　　　形容詞の this と that だよ。

　　　　　　　　　　ここで質問。形容詞って何？

　　　　　　　　　　　そうだね。名詞を修飾している

　　　　　　　　　　　かどうかの違いだよ。

　　　　　　　　　　　とりあえずやってみよう！

　　名詞の前にくっつけて、その名詞を

　　詳しく説明するものだ。うな。

　　　　　　　　　　　ピンポーン！　さすがうなりくん。

　　　　　　　　　　　newや long のように名詞を修飾

　　　　　　　　　　　するものだね。 　　"This is a new pen."の

　　「ｔhis」とは違うの？
　　　　　　　　　　　文法上は違うんだけど、はっきり

　　　　　　　　　　　言ってその違いはわからなくても

　　　　　　　　　　　いいよ。とにかく名詞にくっつく

　　　　　　　　　　　という感じ。
　　　どんな風に使うの？

　　　　　　　　　　　"This pen is new."

　　　　　　　　　　　こんな感じだよ。

　　"This is a new pen."と

　　ちょっと違う。うな。



みんなの英プリ No.2   Class    No.   Name             

＜ 形容詞の these と those ＞ 

 
 

These pens are new. 

Those pens are old. 

これらのペンは新しい。 

あれらのペンは古い。 

these＋名詞で「これらの～」という意味。those＋名詞は「あれらの～」という意味。 

名詞を修飾する形容詞としての働きがある。どちらも人にも使える。 

 

Ａ．次の英文を日本文にしなさい。 

1． These apples are good.                                              

2． These girls are kind. 

(カインドゥ) 

                                             

3． Those vegetables are fresh.                                              

4． Those boys are tall.                                              

Ｂ．次の日本文を英文にしなさい。 

1． これらの鉛筆は新しい。  

                                               

2． これらの少年達は幸福です。  

                                               

3． あれらの山々は美しい。  

                                               

4． あちらの先生方は忙しい。  

                                               

 

　　　　　　　　　　次は形容詞 this, thatの

　　　　　　　　　　複数形だよ。

　　　　　　　　　　　ピンポーン！

　　　　　　　　　　　「this」⇒「these」

　　　　　　　　　　　「that」⇒「those」 　　  「これらの」「あれらの」

　　　ということだ。うな。

　　　　　　　　　　　その通り！　さすがうなりくん。

　　　　　　　　　　　それではやってみよう！

　　  指示代名詞でやった

　　　these と those を使うの？

うなりくんの Key Point！ 

these や those を使うとき

は、名詞の最後に複数を表す

S をつけるんだ。 

うな。 

名詞とは「もの」の名前のこと

だ。 うな。 



みんなの英プリ No.3   Class    No.   Name             

＜ 形容詞の this と that, these と those ＞ 

Ａ．次の英文を日本文にしなさい。 

1． This is an interesting book.                                              

 This book is interesting.                                              

2． These are old coins.                                              

 These coins are old.                                              

3． That is a nice bike.                                              

 That bike is nice.                                              

4． Those are new cars.                                              

 Those cars are new.                                              

Ｂ．例にならって２つの文がほぼ同じになるように書きかえなさい。 

例 This is a busy man.  ⇒ This man is busy.  ※busy (ビズィー) 

1． This is a bad student. ⇒                                             

2． That is a hungry dog. ⇒                                             

3． These are fresh fruits. ⇒                                             

Ｃ．例にならって２つの文がほぼ同じになるように書きかえなさい。 

例 This man is busy.  ⇒ This is a busy man. 

1． This park is big. ⇒                                             

2． These boys are tall. ⇒                                             

3． Those cats are pretty. ⇒                                             

Ｄ．次の英文を日本文にしなさい。 

1． これは古い家です。                                              

 この家は古いです。                                              

2． これら賢い犬だ。smart                                              

 これらの犬は賢い。                                              

3． あれはとても大きい鳥だ。                                              

 あの鳥はとても大きい。                                              

4． あれらは幸せな生徒達だ。                                              

 あの生徒達は幸せだ。                                              
 


