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

＜ 指示代名詞１ ＞ 
 

 
 

Ａ．例にならって、絵を参考にして英文を作りなさい。※単語は自分で調べよう！ 
 

例 Ken’s 

 That is Ken’s dog.                     

       my This is my dog.                        
 

1  Ken’s 

 
                                                 

       my                                                  
 

2  Aki’s 

 
                                                 

       my                                                  
 

3  your 

                                                  

       my                                                  
 

4  his 

 
                                                 

       my                                                  

　　　　　　　　　　　指示代名詞っていうのはね、

　　　　　　　　　　　「これ」「あれ」という、何かを

　　　　　　　　　　　指し示すときの言葉だよ。

　　　　　　　　　　　そのとおり！

　　　　　　　　　　　近くのものを指すときは英語で

　　　　　　　　　　　"This is my pen."と言うんだ。

　　be 動詞は様子や状態を表す動詞。

　　主語と後ろの名詞が＝(イコール)。

　　だから、be 動詞なのだ。うな。

　　　　　　　　　　うなりくん、

　　　　　　　　　　今日の学習は指示代名詞だよ。

　　　　　　　　　　　"That is my pen."

　　　　　　　　　　　ところでうなりくん、使う動詞が

　　　　　　　　　　　be 動詞なのはなぜ？

　　　　　　　　　　　ピンポーン！　さすがうなりくん。

　　　　　　　　　　　それでは実践してみよう！

　　しじ だいめいし？

　　　"this"を使うんだ。

　　　遠くのものを指すときは？

　　「これは僕のペンだ。」の

　　「これ」？



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

＜ 指示代名詞２ ＞ 
 

This is my pen. 

That is your pen. 

これは私のペンです。 

あれは君のペンです。 

① This is ～. は「これは～です」という意味で、近くのものを指して言う。 

人にも使え「この人は～」という意味になる。 

② That is ～. は「あれは～です」という意味で、離れたものを指して言う。 

人にも使え「あの人は～」という意味になる。 
 

Ａ．次の英文を日本文にしなさい。 

1． This is my violin.                                              

2． This is Ken.                                              

3． That is Jim’s dog.                                              

4． That is my grandfather.                                              

 

Ｂ．次の日本文を英文にしなさい。 

1． これは私のりんごです。                                              

2． この人は私の兄です。                                              

3． あれは Tom の辞書です。                                              

4． あの人は私達の父です。                                              

 

Ｃ．絵を参考にして、遠くのものと、近くのものを言う英文を作りましょう。 
 

1 Jim’s  

                                                  

       my                                                  
 

2  Ken’s  

 
                                                 

       my                                                   
 

3  Aki’s 

 
                                                 

       my                                                   
 

 



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

＜ 指示代名詞 3 疑問文・否定文と代名詞の it ＞ 
 

 
Ａ．例にならって、絵を参考にして英会話文を作りなさい。※単語は自分で調べよう！ 
 

例   Bob’s A: Is that your pen?                         

 B: No, it isn’t.      It’s Bob’s.                     

 A: Is this your pen?                          

         mine B: Yes, it is.        It’s mine.                                              

 

1   Jack’s A:                                                  

 B:                                                   

 A:                                                  

         mine B:                                                   

 

2   Saki’s A:                                                  

 B:                                                   

 A:                                                  

         mine B:                                                   

　　　　　　　　　　うなりくん、

　　　　　　　　　　今日の学習は指示代名詞の

　　　　　　　　　　疑問文と否定文だよ。

　　　　　　　　　　　Excellent!

　　　　　　　　　　　でも答え方はどうする？

    Yes, I am.  I am a pen!

    あれ？　私がペンになっちゃう…。

　　　　　　　　　　　答えは Yes, it is. となるんだ。

　　　　　　　　　　　今日の学習は代名詞の it も

　　　　　　　　　　　大切なポイントだよ。 　　  代名詞の"it"?

　

　　　　　　　　　　　前に出てきた名詞を次に使う

　　　　　　　　　　　ときに、置き換える言葉さ。

　　　　　　　　　　　名詞の代わりだから代名詞。 　　　よーし、今日もがんばる。うな。

　　be 動詞の疑問文なら簡単。

　  be 動詞を前に出して

　　Is this your pen? だ。うな。



みんなの英プリ No.4   Class    No.   Name             

＜ 指示代名詞 4 疑問文・否定文と代名詞の it ＞ 
 

Is this your pen? 

Yes, it is. / No, it isn’t. 

This is not(isn’t) my pen. 

これは君のペンですか。 

はいそうです。/ いいえちがいます。 

これは私のペンではありません。 

ものや人について「これは（この人は）～ですか」とたずねる時に使う表現で， 

be 動詞を文の最初にだす。答え方は，Yes, it is.  No, it isn’t. のように itをつかう。 

itは「もの」について繰り返し言うときにつかう代名詞（名詞の代わりに使う言葉）。 
 

Ａ．次の日本文を英文にしなさい。※普通の文(肯定文)だよ。 

1． これは古い腕時計です。                                              

2． あれは新しい博物館です。                                              

3． この方は Ken のおじです。                                              

Ｂ．問題Ａで作った英文を、疑問文と否定(isn’t)文にしなさい。 
 

1．                                    

                                    

2．                                    

                                    

3．                                    

                                    

Ｃ．英プリ No.3 でやったことを参考にして英文を作りなさい。 

1   Moe’s A:                                                  

 B:                                                   

 A:                                                  

         mine B:                                                   

  ※カッターは box cutter と言うよ。 

2   Aiko’s A:                                                  

 B:                                                   

 A:                                                  

         mine  B:                                                   



みんなの英プリ No.5   Class    No.   Name             

＜ 指示代名詞 5 複数形 ＞ 
 

 
 

Ａ．例にならって、絵を参考にして英文を作りなさい。※単語は自分で調べよう！ 
 

例 Ken’s 

 Those are Ken’s dogs.                  

       my These are my dogs.                    
 

1  Ken’s 

                                                  

       my                                                  

 

2  Aki’s  

 
                                                 

       my                                                   

 

3  your 

                                                  

       my                                                  
 

4  his 

                                                  

       my                                                  

 

 

　　　　　　　　　　さて今日の学習は指示代名詞

　　　　　　　　　　の複数形だ。

　　　　　　　　　　　そうだよ。

　　　　　　　　　　　「これ」⇒「これら」

　　　　　　　　　　　「あれ」⇒「あれら」     　「これら」「あれら」？

　　　日本語ではあまり使わないよ。

　　　　　　　　　　　そうだけど、英語にはちゃんと

　　　　　　　　　　　あるんだ。

　　　　　　　　　　　this⇒these  that⇒those 　　  these と those。

　

　　　　　　　　　　　複数形だから

　　　　　　　　　　　使う be 動詞は are。

　　　　　　　　　　　さぁ、がんばろう！

　　this や that の？

　

うなりくんの Key Point ! 

複数形だから名詞の語尾

に Sだ。うな。    



みんなの英プリ No.6   Class    No.   Name             

＜ 指示代名詞 6 複数形 ＞ 
 

These are my pens. 

Those are my pens. 

これらは私のペンだ。 

あれらは私のペンだ。 

① these は this の複数形。意味は「これら」。使う be 動詞は are。 

② those は that の複数形。意味は「あれら」。使う be 動詞は are。 
 

Ａ．次の英文を複数形の文にし、その複数形の文を日本文にしなさい。 

※名詞の語尾に Sをつけるよ！ 
 

1． This is my pencil.                                                

 日本文⇒                                                

2． This is Saki’s brother.                                                

 日本文⇒                                                

3． That is their bike.                                                

 日本文⇒                                                

4． That is our teacher.                                                

 日本文⇒                                                

Ｂ．次の日本文を英文にしなさい。 

1． これは新しい消しゴムです。                        

 これらは新しい消しゴムです。                        

2． この人は有名な医者です。                        

 この人たちは有名な医者です。                        

3． あれは美しい花です。                        

 あれらは美しい花です。                        

4． あの方は人気がある教師です。                        

 あの方々は人気がある教師です。                        

 



みんなの英プリ No.7   Class    No.   Name             

＜ 指示代名詞 7 複数形の疑問文・否定文 ＞ 
 

 
Ａ．例にならって、それぞれの絵を見て、英文を作りなさい。 

例         Ken’s A: Are those your tapes?                             

      B: No, they aren’t.  They are Ken’s.                   

           mine A: Are these your tapes?                             

 B: Yes, they are.    They are mine.                   

※セロテープは日本語英語。イギリスでは通じる時もあるけど、a tape がいいかな。 

1         Ken’s A:                                                  

 B:                                                 

           mine  A:                                                  

 B:                                                 

 

2         Bob’s A:                                                  

 B:                                                 

           mine  A:                                                  

 B:                                                 

※ホチキスは日本語英語。英語では stapler (ステイプラー) 

 

　　　　　　　　　　うなりくん、今日の学習は

                指示代名詞の複数形の

　　　　　　　　　　疑問文と否定文だよ。

　　　　　　　　　　　Great!

　　　　　　　　　　　でも答え方はどうする？

    Yes, it are.

    あれ？　it は is になるはず…。
　　　　　　　　　　　答えは Yes, they are.

　　　　　　　　　　　今日の大切なポイントは、

　　　　　　　　　　　代名詞の it の複数形 they だ。
　　  代名詞の複数形 "they"

　　　よ～し、今日もがんばる。うな。

　　複数形だから使うbe 動詞は are 。

　  be 動詞を前に出して

　　Are these your pens? だ。うな。



みんなの英プリ No.8   Class    No.   Name             

＜ 指示代名詞 8 複数形の疑問文・否定文 ＞ 
 

Are these your cats? 

Yes, they are. / No, they aren’t. 

These are not mine. 

これらは君のねこですか。 

はいそうです。/ いいえちがいます。 

これらは私の(ねこ)ではありません。 

人やものについて「これらは（この人は）～ですか」とたずねる時に使う表現で， 

be 動詞を文の最初におく。 

答え方は，Yes, they are.  No, they aren’t. のように they をつかう。 

they は「もの」について繰り返し言うときにつかう代名詞（名詞の代わりに使う言葉）。 
 

A．英プリ No.7 でやったことを参考にして英文を作りなさい。※単語は自分で調べよう！ 

1         Jack’s A:                                                  

 B:                                                 

          mine  A:                                                  

 B:                                                 

 

2         Ken’s A:                                                  

 B:                                                 

          mine  A:                                                  

 B:                                                 

 

Ｂ．次の日本語の会話文を英語の会話文にしなさい。 
 

1． A: あれらは君の辞書ですか。                        

 B: いいえ、違います。                          

 それらは Aki のものです。                  

 これらが私のものです。                 

2． A: あれらは君の定規ですか。                        

 B: いいえ、違います。                          

 それらは Tom のものです。                  

 これらが私のものです。                 

 


