SUMMER 1ENTB Day1

LESSON6 〜 疑 問 詞 ２ 〜 ①
Point 1

(NEW TREASURE p.77 Point1〜2 参照)

「〜のもの」という言い方
１）所有代名詞
所有代名詞

所有格+名詞

所有代名詞

所有格+名詞

my

mine

私のもの

our

ours

私たちのもの

your

yours

あなたのも
の

your

yours

あなたたちのもの

his

彼のもの

their

theirs

彼らのもの

hers

彼女のもの

their

theirs

彼女らのもの

his

+名詞

her

+名詞

This camera is mine.
（このカメラは私のものです．）
Are those dictionaries theirs? −Yes, they are.
（あれらの辞書は彼らのものですか．−はい，そうです．）
２）固有名詞や普通名詞：所有格と同様，語尾に ’s (アポストロフィ・エ
ス)をつける．
This bicycle is Bob’s.
（この自転車はボブのものです．
）
名詞の複数形の場合，s で終わる語は，’ (アポストロフィ)だけつけ
る．
These bicycles are my brothers’.
（これらの自転車は，私の兄たちのものです．）
複数形が不規則変化する名詞は，’s をつける．
These pens are my children’s.
（これらのペンは私の子どもたちのものです．）
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Check 1
次の文の下線部を「〜のもの」という意味になるように，指定された語数
で言い換えなさい．
１）This car is his car. （１語）
２）That book is her book. （１語）
３）Those hats are my hats. （１語）
４）These bags are my sisters’ bags. （２語）
５）This house is Ann’s house. （１語）
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Point 2

(NEW TREASURE p.77 Point3 参照)

whose 「誰の〜」「誰のもの」
１）

Whose＋名詞〜？

「誰の〜」

Whose book is this? −It’s mine.
（これは誰の本ですか．−私のものです．）
Whose camera is that? −It’s my father’s.
（あれは誰のカメラですか．−私の父のものです．）

２)

Whose だけで使う場合

「誰のもの」

Whose is this book? −It’s Masako’s.
（この本は誰のものですか．−それはマサコのものです．）
Whose are these albums? −They are Hiroko’s.
（これらのアルバムは誰のものですか．
−それらはヒロコのものです．
）
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Check 2
次の日本語の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
１）あれは誰のノートですか．−それは彼のものです．
(
)(
) is that? − It’s his.
２）このかさは誰のものですか． −私の母のものです．
(
) is this umbrella? − It’s my mother’s．
３）これは誰のカギですか．−ケンのものです．
(
)(
) is this? − It’s (
).
４）これらのボールは誰のものですか．−私の子供たちのものです．
(
) are these balls? − They are (
)(
).
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Point 3

(NEW TREASURE p.79 Point1 参照)

How ＋ 形容詞 〜？「どのくらい〜」
１）How old 〜 ? ⇒ 年齢・物の古さを尋ねる．
How old are you? −I am fourteen (years old).
（あなたは何歳ですか．−14 歳です．
）
How old is your school? −It is about 100 (years old).
（あなたの学校は築何年（どのくらい古いの）ですか．
−およそ 100 年前のものです．）
２）How tall 〜 ? ⇒ 人の身長や樹木・建物の高さを尋ねる．
How tall is your father? −He is 180 centimeters (tall).
（あなたのお父さんの身長はどのくらいですか．−180 センチメー
トルです．
）
３）How long 〜 ? ⇒ 物や時間の長さを尋ねる．
How long is that bridge? −It is about 200 meters (long).
（あの橋の長さはどのくらいですか．−約 200 メートルです．）
４）How high 〜 ? ⇒ 山や建物の高さを尋ねる．
How high is that mountain?
−It is 3,000 meters (high).
（あの山の高さはどれくらいですか．−3000 メートルです．
）
５）How deep 〜 ? ⇒ 湖やプールなどの深さを尋ねる．
How deep is that lake?
−It is about 100 meters (deep).
（あの湖の深さはどれくらいですか．−約 100 メートルです．）
６）How much 〜 ? ⇒ 値段を尋ねる．
How much is this dictionary? −It is twenty dollars.
（この辞書はいくらですか．−20 ドルです．）
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Check 3
次の日本語の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい．
ただし１）
〜４）のカッコにはそれぞれ同じ語が入ります．
１）あなたのおじいさんは何歳ですか．−70 歳です．
How (
) is your grandfather?
−He is seventy years (
).
２）ビルの身長はどのくらいですか．−だいたい 170 センチメートルで
す．
How (
) is Bill?
−He is about 170 centimeters (
).
３）その川はどのくらいの長さですか．−だいたい 20km です．
How (
) is the river?
−It is about twenty kilometers (
).
４）このプールはどれくらいの深さですか．−1.5 メートルです．
How (
) is this pool?
−It is 1.5 meters (
).
５）この本はいくらですか．−1000 円です．
How (
) is this book?
−It is 1,000 yen.
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Exercises
（１）次の日本語の意味を表すようにカッコ内に適語を入れなさい．
１）あのアルバムは私たちのものです．
That album is (
).
２）あれらのカバンは，彼女のものではありません．
Those bags aren’t (
).
３）これらのテレビゲームは，ケイコのものですか．
Are these video games (
)?
（２）Ｂの英文のカッコ内に適語を入れて，Ａの英文の下線部を尋ねる疑問
文を完成させなさい．
１）Ａ：This is her picture.
Ｂ：(
)(
) is this?
２）Ａ：That school is Bob’s.
Ｂ：(
)(
) that school?
３）Ａ：Those are his caps.
Ｂ：(
)(
) are those?
（３）次の各組の文がほぼ同じ意味になるようにカッコ内に適語を入れなさ
い．
１）That is your potato.
That potato (
)(
).
２）These are their ships.
These ships (
)(
).
３）This CD isn’t Tom’s.
This isn’t (
)(
).
４）Whose chair is this?
Whose is (
)(
)?
５）Whose pianos are those?
Whose are (
)(
)?
６）Whose is that flower?
Whose (
) is (
)?
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（４）次の英文のカッコ内に入る適切な語を下から選んで，問答文を完成さ
せなさい．ただし１）〜３），５）の２つあるカッコにはそれぞれ同じ
語が入る．
１）How (
) are you?
−I am ten years (
).
２）How (
) is that mountain?
−It is 3776 meters (
).
３）How (
) is that man?
−He is 169 centimeters (
).
４）How (
) is this box?
−It is twenty dollars.
５）How (
) is the bridge?
−It is about thirty meters (
).
high,

old,

tall,

much,

long

（５）次の各文を英語に直しなさい．
１）彼女のかさは青色で，彼のものは緑色です．
２）あれは私のお父さんの絵ではありません．
３）これらの本は彼の子供たちのものです．
４）彼の娘は何歳ですか．―彼女は３歳です．
５）あなたのお姉さんの身長はどれくらいですか．―154 センチメートル
です．
６）このカバンはいくらですか．―それは 5,000 円です．
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