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代名詞…人称代名詞① 34
We get a lot of snow in February. we

「人々」
たくさんの雪が降る　 2月には

You must respect older people. you
「人々」（weに比べて親しみの感情か強い）

（人々は）尊敬しなければならない　
年寄りを

They speak English in America. they
「人々」

（人々は）話す　英語を　アメリカ
では

They say, “This winter will be very cold.” They say～
「～だそうだ」

この冬はとても寒い　そうだ

How are we this morning ? we
親しみをこめて（医者が患者に、など）

気分はどうですか　今朝の

We must not tell lies, son. we
親心、親しみをこめて

嘘を言っちゃいけないよ　坊や

What time is it ? it
時間を表す

何時ですか

It is two o’clock. it
時間を表す

2 時です

It is time to go to bed. it
時間を表す

寝る時間です

It is long time since she died. it
時間を表す

だいぶたつ　彼女が亡くなってか
ら

It is Sunday today. it
曜日を表す

日曜日です　今日は
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代名詞…人称代名詞② 35
It was rainy yesterday. it

天候を表す
雨だった　昨日は

It is hot today. it
寒暖を表す

暑い　今日は

It is spring. it
季節を表す

春です

How far is it from here to the hotel ? it
距離を表す

どのくらいの距離がありますか　
ここからホテルまで

It is about two miles. it
距離を表す

およそ 2マイルです

It is dark in the room. it
明暗を表す

暗い　その部屋は

Whose turn is it next ? it
慣用的に用いる

誰の番ですか　次は

How is it with her ? it
慣用的に用いる

具合はいかがですか　彼女の

That’s it. it
慣用的に用いる

そうだ　そこだ

It is all over with us. it
慣用的に用いる

もうダメだ　我々は

It is kind of you. it
慣用的に用いる

あなたは親切である
（ご親切にありがとう）
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代名詞…再帰代名詞 36
Behave yourself. behave oneself

「行儀よくする」
行儀よくしなさい

I enjoy myself at concerts. enjoy oneself
「楽しむ」

私は楽しむ　コンサートを

He killed himself. kill oneself
「自殺する」

彼は自殺した

Please make yourself at home. make yourself at home
「お楽にしてください」

どうぞお楽にしてください

He lives all by himself in a hut. by oneself
「一人で／独力で」

彼は住む　まったく一人で　小屋
に

I built a house for myself. for oneself
「自分で／独力で」

私は建てた　家を　自分で

The door shut by itself. by itself
「ひとりでに／自然に」

ドアは閉まった　ひとりでに

Making money is not evil in itself. in oneself
「それ自体は」

金儲けは悪いことではない　それ
自体は

You have the room to yourself. to oneself
「一人占めに」

あなたは持っている　その部屋を
一人占めに（部屋を独占している）

I am beside myself with joy. be beside oneself
「我を忘れる」

私は我を忘れる　喜びで

He himself came to see me. oneself
「自分で」（強意用法）

彼は自分で来た　私に会いに
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不定代名詞…some/any/one など 37
I have some American coins. some

「いくつか（の）」（肯定文）
私は持っている　いくつかのアメ
リカのコインを

Did you do some work last night ?
some

「いくらか（の）」 
（肯定の答えを期待する疑問文）

あなたはしましたか　いくらかの
仕事を　昨夜

Would you like some coffee ? some
「いくらか（の）」（勧誘の疑問文）

飲みませんか　いくらかのコー
ヒーを

Do you have any money with you ? any
「いくらか（の）」（疑問文）

あなたはお持ちですか　いくらか
のお金を

I don’t want any of these books. any
「どれも」（否定文）

私は欲しくない　これらの本のど
れも

You may take any of the books. any
「どんな～でも」（肯定文）

あなたは取っていい　どんな本で
も

Any child knows that. any
「どんな～でも」（肯定文）

どんな子供でも　知っている　そ
のことを

“Do you have a book ?” “Yes, I have one.” one（＝book）
前に出された名詞（単数）の代わりに用いる

「あなたは持っていますか　本を」
「はい　持っています」

I have many watches, but I want better 
ones.

ones（＝watches）
前に出された名詞（複数）の代わりに用いる

私は持っている　たくさん時計を　し
かし　私は欲しい　もっといいものが

No one goes. no one～
「誰も～ない」（単数）

誰も行くものはない

None of them go. none of …～
「…のうち誰も（何も）～でない」（複数）

彼らのうち　誰も行くものはない
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不定代名詞…another/other など 38
Give me another cup of coffee. another

「もう一つの」
ください私に　もう 1 杯のコー
ヒーを

I don’t like this camera. Show me another. another
「別の（もの）」

私は好きではありません　このカメラ
は　見せてください　私に　別のを

Show me some other cameras. other
「他の（もの）」

見せてください　私に　他のカメ
ラも

I have two balls. One is white, and the 
other is black.

one～the other…
「一つは～もう一つは…」

私は持っている　二つのボールを　
一つは白で　もう一つは黒です

I have three balls. One is white, another is 
black, and the other is red.

one～another…the other―
「一つは～もう一つは…残りの一つは―」

私は持っている　三つのボールを　一つは白
で　もう一つは黒で　残りの一つは赤です

I like this, but I don’t like the other. this～the other…
「こっちは～向こうは…」

私は好きだ　これは　でも私は嫌
いだ　向こうは

Some people like him, but others don’t. some～others…
「～もあれば…もある」

彼を好きな人もいれば　好きでな
い人もいる

Some of students can speak English, but 
the others can’t.

some～the others…
「いくつかは～残り全部は…」

生徒の何人かは話せるが　英語を　
しかし　残りの者は話せない

My sons talked to each other. each other
「お互いに」（原則として二人の間で）

息子たちは話しあった　お互いに

They laughed at one another. one another
「お互いに」（原則として 3 人以上の間で）

彼らは笑った　お互いに

The audience went away one after 
another.

one after another
「次々に」

聴衆は去っていった　次々に
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不定代名詞…all/both 39
All of them can speak English. all

「すべて」
彼らのすべては話せる　英語を

They all can speak English. all
「すべて」

彼らすべてが話せる　英語を

All are happy now. all
「すべての人々」（複数扱い）

みんな宰せです　今は

All is over with him. all
「すべてのもの（こと）」（単数扱い）

すべてのものは終わりだ　彼に
とって（彼はもう終わりだ）

Not all of them are members. not all
「すべて～というわけではない」（部分杏定）

彼らはすべてメンバーというわけ
ではない

Both of us can speak English. both
「どちらも／二人とも」

私たちのどちらも話せる　英語を

We both can speak English. both
「どいらも／二人とも」

私たちはどちらも話せる　英語を

Both my daughters are beautiful. both
「どちらも／二人とも」

私の娘はどちらも　美しい

My daughters are both beautiful. both
「どちらも／二人とも」

私の娘は　どちらも美しい

I don’t want both these watches. not～both
「どちらとも～というわけではない」（部分否定）

私はどちらとも欲しいわけではな
い　これらの時計の

Not both of them are coming. not both
「どちらも～というわけではない」（部分否定）

彼らは二人とも　来るわけではな
い
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不定代名詞…either/neither など 40
Either my wife or I am coming. either A or B

「AかBかどちらか一方」
私の妻か私かどちらか一方が　ま
いります

“Which do you want ?” “Either will do.” Either
「（二つのうち）どちらでも」

「どちらが欲しいですか」「どちら
でも」

If you do not go, I will not go, either. not～either（tooの否定形）
「…も～しない」

もしあなたが行かなければ　私も
行きません

Neither lady is beautiful. neither
「どちらの～も…でない」（単数扱い）

どちらの女性も　美しくない

Neither of the sisters plays the piano. neither
「どちらも～でない」（単数扱い）

その姉妹はどちらも　ピアノが弾
けない

Neither you nor I am wrong. neither A nor B
「AもBも～でない」

あなたも私も　間違っていない

I have neither money nor power. neither A nor B
「AでもなければBでもない」

私は金もなければ　力もない

“I cannot swim.” “Neither can I.” neither
「～もまた…でない」

「私は泳げない」「私もです」

Each student has a book. each
「おのおの／それぞれ」（単数扱い）

生徒はおのおの本を持っている

Every student has a book. every
「どの～も」（単数扱い）

どの生徒も本を持っている

Not every student has a book. not every
「すべての～が…であるというわけではない」（部分否定）

すべての生徒が本を持っている　
というわけではない
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不定代名詞…something/some body/someoneなど 41
I have something to tell you. something

「何か」（ふつう肯定文で）
私は持っている　あなたに話す何
かを（お話ししたいことがある）

I don’t have anything to tell you. anything
「何か」（否定文・疑問文）

私は持っていない　あなたに話す
何かを（何も話したいことはない）

I have nothing to tell you. nothing
「何も～でない」（＝not anything）

私は何も持っていない　あなたに話
すことを（何も話したいことはない）

I know everything about you. everything
「あらゆること」

私はあらゆることを知っている　
あなたについて

There is somebody at the door. somebody
「誰か」（ふつう肯定文で）

誰かがいる　ドアのところに

Someone came into the room. someone
「誰か」（ふつう肯定文で）

誰かが入った　部屋のなかに

I didn’t see anybody. anybody
「誰も」（否定文・疑問文）

私は見なかった　誰も

I saw nobody. nobody
「誰も～ない」

私は誰も見なかった

I am anything but a genius. anything but～
「けっして～ではない」

私はけっして天才ではない

If anything you looked young. if anything～
「どちらかと言えば～」

どちらかと言えば　あなたは若く
見えた

I have nothing to do with that story. have nothing to do with
「～と何の関係もない」

私は何の関係もない　その話と
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指示代名詞…this/that/such など 42
He advised me to go there. This I did at 
once.

this
＝to go there

彼は忠告した　私に　そこへ行く
ように　それを私はした　すぐに

Answer me this. Did you go there ? this
＝Did you go there？

答えなさい　私に　これから言うこと
を　あなたは行きましたか　そこへ

I love her, and that is my trouble. that
＝I love her．

私は愛している　彼女を　そして
それが私の悩みの種だ

The climate here is like that of California. that＝the climate
同一語の繰り返しを避ける

ここの気候は似ている　カリフォ
ルニアのそれ（気候）と

Heaven helps those who help themselves. those who～
「～の人々」

天は助ける　自ら助ける者を

“This is too expensive.” “I don’t think so.” so
「そのように」

「これは高すぎる」「私は思いませ
んそのように」

Are you tired ?  If so, you may stay here. so
「そうである」

あなたは疲れていますか　もしそうであ
るなら　泊まっていいですよ　ここに

You shouldn’t ask such a stupid question. such
「そのような」

あなたは尋ねるな　そのような馬
鹿げた質問を

I have never seen such a beautiful woman 
as you.

such～as…
「…のような～」

私は見たことがない　あなたのよ
うな美しい女性を

She is such a beautiful woman that she is 
loved by everyone.

such～that…
「たいへん～なので…」

彼女はたいへん美人なので　彼女
は愛される　みんなに

I am not such a fool as to believe you. such～as to…
「…するような～」

私は馬鹿ではない　あなたを信じ
るような
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関係代名詞…who/whichなど 43
the girl who lives in America who＝that

主格whoのあとに動詞
少女　アメリカに住んでいるとこ
ろの

the girl whose parents are dead whose
所有格whoseのあとに無冠詞の名詞

少女　両親が亡くなったところの

the girl whom you kissed whom＝that
目的格whomのあとに「S＋V」

少女　あなたがキスしたところの

I know the woman who wrote the book. who＝that
主格whoのあとに動詞

私は知っている　その女性を　そ
の本を書いたところの

I know a woman whose father is artist. whose
所有絡whaseのあとに無冠詞の名詞

私は知っている　その女性を　お
父さんが芸衛家であるところの

The woman whom I love is American. whom＝that
目的格whomのあとに「S＋V」

私が愛するところの　その女性は　
アメリ力人です

I bought a car which is red. which＝that
「物・動物」＋主格which

私は買った　車を　赤色であると
ころの

Look at the house whose roof is red. whose
「物・動物」＋所有格whose

見なさい　その家を　屋根が赤で
あるところの

This is the house which I bought. which＝that
「物・動物」＋目的格which

これは家です　私が買ったところ
の

the house which stands on the hill which＝that
「物・動物」＋主格which

家　丘の上に立っているところの

the house whose window I broke whose
「物・動物」＋所有格whose

家　私が窓を割ったところの
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関係代名詞…thatの用法 44
This is the most interesting book that I 
have ever read.

先行詞が「the＋最上級～」の場合
thatを用いる

これは最もおもしろい本です　私
が今まで読んだところの

You are the prettiest woman that I have 
ever seen.

先行詞か「the＋最上級～」の場合
thatを用いる

あなたは最高に美しい女性です　
私が今まで見たところの

Every word that I said have a deep 
meaning in it.

先行詞がeveryの場合
thatを用いる

私が言ったところのすべての言葉
は　深い意昧を持っている

I want to read all the books that you have. 先行詞がallの場合
thatを用いる

私は読みたい　すべての本を　あ
なたが持っているところの

The first thing that you must do is to love 
her.

先行詞がthe firstの場含
thatを用いる

あなたがしなければならないところの
最初のことは　彼女を愛することだ

You are the only woman that I love. 先行詞がthe onlyの場合
thatを用いる

あなたは唯一の女性だ　私が愛す
るところの

This is the last letter that you gave me. 先行詞かthe lastの場合
thatを用いる

これは最後の手紙です　あなたが
私にくれたところの

This is the same camera that I lost 
yesterday.

先行詞がthe sameの場合
thatを用いる

これは同じカメラだ　私が昨日な
くしたところの

I will give you everything that I have. 先行詞がeverythingの場台
thatを用いる

私はあげよう　あなたに　すべて
を　私が持っているところの

Who is the woman that is in the 
restaurant ?

先行詞か疑問詞whoの場合
thatを用いる

その女性は誰ですか　レストラン
にいるところの

Who that really knows him can believe 
him ?

先行詞が疑問詞whoの場合
thatを用いる

本当の彼を知っているところの者
は誰が彼を信じることができるか
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関係代名詞…whatの用法 45
What you said is quite true. what＝the thing which

「こと」
あなたの言ったことは　まったく
本当です

Do what you want to do. what＝the thing which
「こと」

しなさい　あなたかしたいことを

This is what I want. what＝the thing which
「もの」

これは私が欲しいものです

You have made me what I am. what I am
「今の自分」

あなたは　今の自分に　私をしてくれ
た（今ある自分はあなたのおかげです）

I am not what I used to be. what I used to be＝what I was
「昔の自分」

私は昔の自分ではない

I will give what little money I earned. what＋名詞＝all the～that…
「…のところのすべての～」

私はあげよう　なけなしのすべて
のお金を　私が稼いだ

He is what you call a gentleman. what you（we/they）call
「いわゆる～」

彼は　いわゆる紳士である

You are what is called a bookworm. what is called～
「いわゆる～」

あなたは　いわゆる本の虫だ

She is healthy, and what is better, 
beautiful.

what is better
「さらによいことに～」

彼女は健康だし　さらによいこと
に美人だ

I lost my money, and what is worse, my 
honor.

what is worse
「さらに悪いことに～」

私はお金をなくした　さらに悪い
ことに　名誉も

What with reading and writing, I got tired. what with A and B～
「AやらBやらで」

読書やら執筆やらで　私は疲れた
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関係副詞…when/where/ why/how 46
Monday is the day when I am very busy. when

「時」＋when
月曜日はその日です　私が非常に
忙しいときの

I remember the day (when) I first met you. whenの省略
先行詞が「時」の場合（口語的）

私は覚えている　その日を　私が
初めてあなたに会った（ときの）

This is the town where I was born. where
「場所」＋where

これが町です　私が生まれたとこ
ろの

This is where I found the key. where
先行詞the placeの省略（口語的）

ここです　私がその鍵を見つけた
ところの

Tell me the reason why you didn’t come. why
the reason＋why

話しなさい　その理由を　あなた
が来なかったところの

That is why I got angry. why
先行詞the reasonの省略（口語的）

それです　私が怒ったわけは

The reason (why) you cried is evident. whyの省略
先行詞はthe reason

その理由は　あなたが泣いたとこ
ろの　明らかだ

Show me how you solved the problem. how
「方法・手段」

教えてください　どのようにして
解いたのか　その問題を

I like the way you smile. the way＝how
「方法・手段」

私は好きです　あなたが微笑むし
かたが

I worked till noon, when I had lunch. when＝and then
「そしてそれから」

私は働いた　正午まで　そしてそ
れから　私は昼食をとった

I went to the park, where I lost my wallet. where＝and there
「そしてそこで」

私は行った　公園に　そしてそこ
で私はなくした　私の財布を
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複合関係詞…whoeverなど 47
I will welcome whoever comes. whoever＝anyone who

「～する人は誰でもJ
私は歓迎します　来る人は誰でも

Whoever wants the book may have it. whoever＝anyone who
「～する人は誰でも」

その本が欲しい人は誰でも　もら
える　それを

I’ll tell you whatever I know. whatever＝anything that
「～することは何でも」

私は話します　あなたに　私が
知っていることは何でも

You can eat whatever you like. whatever＝anything that
「～するものはどれでも」

あなたは食べることができます　
あなたが好きなものはどれでも

You may take whichever you like. whichever＝either thing that
「～するものはどちらでも」

あなたは取ってよろしい　あなた
が好きなものはどちらでも

Use my car whenever you like. whenever＝at any time when
「～するときはいつでも」

使ってください　私の車を　あな
たが好きなときはいつでも

I’ll follow you wherever you go. wherever＝to any place where
「～するところはどこでも」

私はついていきます　あなたに　
あなたが行くところはどこでも

Whoever comes, I won’t see him. whoever＝no matter who
「誰が～しようとも」

誰が来ようとも　私は会わない　
その人に

Whatever happens, I won’t change my 
mind.

whatever＝no matter what
「どんなことが～しようとも」

どんなことが起きようとも　私は
変えない　私の気持ちを

However rich you may be, I don’t love you. however＝no matter how
「どんなに～でも」

どんなにあなたが金持ちでも　私
は愛さない　あなたを

You can use it, whenever you come. whenever＝no matter when
「いつ～しようとも」

あなたはそれを使うことができま
す　いつあなたが来ようとも
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副詞…howの用法 48
How old are you ? How old～?

「年齢」
年はいくつですか　あなたは

How many books do you have ? How many～?
「数」

何冊の本を　あなたは持っていま
すか

How much milk do you drink ? How much～?
「量」

どれだけのミルクを　あなたは飲
みますか

How much is this ? How much～?
「金額」

いくらですか　これは

How tall are you ? How tall～?
「身長」

どれだけの身長ですか　あなたは

How high is this building ? How high～?
「高さ」

どれだけの高さですか　このビル
は

How long is this river ? How long～?
「長さ」

どれほどの長さですか　この川は

How long are you going to stay in 
America ?

How long～?
「期間」

どれほど長くあなたは滞在するの
ですか　アメリカに

How far is it from here to the station ? How far～?
「距離」

どのくらいの距離ですか　ここか
ら駅までは

How often do you go to America ? How often～?
「回数」

何回　あなたは行きますか　アメ
リカに

How come you are so late ? How come～?
「どうして～?」（Why～?より口語的）

どうして　あなたはそんなに遅い
の
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副詞…whyの用法 49
Why do you like English ? Why～?

「どうして～」
どうして　あなたは好きなの　英
語を

Because it is interesting. Because～
「なぜなら～」（Whyに対して）

なぜなら　それはおもしろいから

Why do you go to America ? Why～?
「どうして～」

どうして　あなたは行くの　アメ
リカに

To shop. To～
「～するために」（Whyに対して）

買い物するために

I don’t know why she said that. why～
「なぜ～」

私はわからない　なぜ　彼女がそ
う言ったのか

I want to know why. why
「なぜなのか」

私は知りたい　なぜなのか

“I can’t go there.” “Why not ?” Why not?
「どうしてなの」

「私は行けない　そこへ」「どうし
てなの」

“Let’s play soccer.” “Why not ?” Why not?
「うん　やろう」

「サッカーをしよう」「うん　やろ
う」

“May I sit here ?” “Why not ?” Why not?
「ええ　どうぞ」

「坐っていいですか　ここに」「え
えどうぞ」

Why don’t you sit here ? Why don’t you～?
「～してはどうですか」

座ったらどうですか　ここに

Why don’t we go ? Why don’t we?
「いっしょに～しませんか」

いっしょに行きませんか
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副詞…when/whereの用法 50
When is your birthday ? When～?

「いつ～j
いつですか　あなたの誕生日は

When did you see him ? When～?
「いつ～」

いつあなたは会いましたか　彼と

I don’t know when he will come. when～
「いつ～」

私はわからない　いつ彼が来るの
か

Sunday is the day when I go to church. when～
「～するところの」

日曜日はその日です　私が教会に
行くところの

I got home at seven, when it began to rain. when～
「するとそのとき～」

私は家に着いた　 7時に　すると
そのとき雨が降りはじめた

Sunday is when I am free. when～
「～であるところのとき」

日曜日は　である　私が自由であ
るところのとき

Where do you live ? Where～?
「どこに～」

どこにあなたは住んでいるのです
か

I know where you live. where～
「どこに～」

私は知っている　どこにあなたが
住んでいるか

Where did I wrong ? Where～?
「どんな点で～」

どんな点で　私は聞違っていたの
か

I walked to where you were waiting. where～
「～するところの場所」

私は歩いていった　あなたが待っ
ているところの場所に

Where there’s smoke, there’s fire. Where～
「～するところの場所」

煙のあるところに　火がある（火
のないところに煙は立たない〉
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形容詞…数量形容詞 51
I have a book. a book

「一冊の本」
私は持っている　 1 冊の本を

I have a few books. a few～
「少しの～」（数えられるもの）

私は持っている　少しの本を

I have some books. some～
「いくらかの～」（数えられるもの）

私は持っている　いくらかの本を

I have a lot of books. a lot of～
「たくさんの～」（肯定文）

私は持っている　たくさんの本を

I don’t have many books. many～
「たくさんの～」（おもに疑問文・否定文）

私は持っていない　たくさんの本
を

I don’t have any books. any～
「少しの～もない」（疑問文・否定文）

私は持っていない　少しの本も

I have a little water. a little～
「少量の～」（数えられないもの）

私は持っている　少量の水を

I have some water. some～
「いくらかの量の～」（数えられないもの）

私は持っている　いくらかの量の
水を

I have a lot of water. a lot of～
「たくさんの量の～」（肯定文）

私は持っている　たくさんの量の
水を

I don’t have much water. much～
「たくさんの量の～」（おもに疑問文・否定文）

私は持っていない　たくさんの量
の水を

I don’t have any water. any～
「いくらかの量の～もない」（疑問文・否定文）

私は持っていない　いくらかの量
の水も
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形容詞…many/fewなどの用 法 52
I have a good many books. a good many～

「かなり多くの～」
私は持っている　かなり多くの本
を

I have a great many books. a great many～
「非常に多くの」

私は持っている　非常に多くの本
を

I have a number of books. a number of～
「たくさんの～」

私は持っている　たくさんの本を

I have a large number of books. a large number of～
「非常にたくさんの～」

私は持っている　非常にたくさん
の本を

I have a great number of books. a great number of～
「非常にたくさんの～」

私は持っている　非常にたくさん
の本を

I have as many books as you have. as many A as B
「Bと同じくらいの数のA」

私は持っている　同じくらいの数
の本を　あなたが持っているのと

I have a few books. a few～
「少しの～」（肯定文）

私は持っている　少しの本を

I have few books. few～
「ほとんどない～」

私は持っていない　ほとんど本を

I have not a few books. not a few～
「少なからぬ～」

私は持っている　少なからぬ本を

I have only a few books. only a few～
「ほんの少しの～」

私は持っている　ほんの少しの本
を

I have quite a few books. quite a few～
「かなり多くの～」

私は持っている　かなり多くの本
を
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形容詞…much/littleなどの 用法 53
I have much money. much～

「たくさんの～」
私は持っている　たくさんのお金
を

I have a great deal of money. a great deal of～
「たくさんの～」

私は持っている　大金を

I have a good deal of money. a good deal of～
「たくさんの～」

私は持っている　大金を

I have a little money. a little～
「少しの～」

私は持っている　少しのお金を

I have little money. little～
「ほとんど～ない」

私は持っていない　ほとんどお金
を

I have as much money as you have. as much A as B
「Bと同じだけのA」

私は持っている　同じだけのお金
を　あなたが持っているのと

I don’t have so much money as you think. not so much A as B
「BほどAでない」

私は持っていない　お金を　あな
たが考えるほど

I can’t so much as write my own name. not so much as～
「～すらしない」

私は書くことすらできない　私の
名前を

I have so much to do today. so much～
「たくさんの～」

私は持っている　たくさんするこ
とを　今日

So much for today. so much for
「～についてはこれだけ」

これでおしまい　今日は

This is too much for me. be too much for～
「～にとって多すぎる」

これは多すぎる　私にとって
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形容詞…some/anyの用法 54
I have some pens. some～

「いくつかの～」（肯定文）
私は持っている　いくつかのペン
を

Give me some water, please. some～
「いくらかの～」（肯定文）

ください　私に　いくらかの水を　
どうぞ

Will you have some coffee ? some～
「いくらかの～」（肯定の答えを期待）

いかがですか　いくらかのコー
ヒーは

Some boy broke the window. some～
「ある～」

ある少年が割った　窓ガラスを

There are some forty people in the room. some～
「およそ～」

およそ40人がいる　部屋のなかに

Give me some more water. some more～
「もう少し～」

ください　もう少し　水を

Do you have any pens ? any～
「いくらかの～」（疑問文・否定文）

あなたは持っていますか　いくら
かのペンを

I don’t have any water. any～
「いくらかの～も」（疑問文・否定文）

私は持っていない　いくらかの水
も

if you have any water any～
「いくらかの～」（ifで始まる節）

もしあなたが持っているなら　い
くらかの水を

Any questions ? any～
「何か～」

何か質問は（質問ありませんか）

Any child knows that. any～
「どんな～でも」（肯定文）

どんな子供でも知っている　それ
を
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