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Exercise1 先生に続いて、重要表現をリピートしましょう！

今日の表現

40

基礎英会話 入門編 Day40：代名詞 /不定代名詞 (one,some,any)
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Some of the boys went to the gym.

I lost my watch. So, I have to buy one.

The jacket is a little big.  Please show me a smaller one.

No one can go there, except you.

Do you have any pets ?

男の子たちのうち数人は体育館へ行きました。

私は自分の時計をなくしました。なので私は時計を買わなければなりません。

その上着はすこし大きいです。小さいものを見せてください。

あなたを除いてそこに行ける人はいません。

あなたはペットを飼っていますか？
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男の子たちのうち数人は
体育館へ行きました。

Some of the boys 
went to the gym.

Check the grammar

Q: Did you hire any babysitters? 　　A: Yes, I hired some babysitters.  or  No, I didn’t hire any babysitters.

Q: Can you see two girls?　　A: Miyuki is the tall one and Naoko is the short one.

Today' Expression

I don’t have a pencil. Can you lend me one?  (one =  a pencil )

Is this pencil yours? May I use it ?  ( it =  this pencil )

pronoun / indefinite pronoun : one, some, any

「腕時計を失くしたので買いなおさねばならな

い」と言いたい時は、「one（ones）」を使うと

「a watch（腕時計）」という言葉を繰り返さず

に済みます。ただし、数えられる名詞（可算名詞）

に限ります。「失くした腕時計」そのものを言

う時は「it」 を使います。具体的な数や量ではな

く、「何人か /いくらか」と言いたい時は、

「some（肯定文）」や「any （疑問文）」を使います。

また、「誰も/少しも（～ない）」と言いたい時は、

「(not) ～ any」 を使います。

代名詞/不定代名詞（one,some,any）

Repeat each sentence after your teacher.



Exercise 2 Sort the words and build sentences.
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単語を並べ替えて、完成した文章を読みましょう！
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Exercise 3 Answer the following questions. Try to explain your thoughts in sentences.
次の質問に答えましょう。文章であなたの考えを説明してみましょう！

Answers
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3

1
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What are some of the activities you do after work or school ?Additional Lesson

基礎英会話 入門編 Day40：代名詞 /不定代名詞 (one,some,any)

He bought some books, but he hasn’t read any of them.

My computer is an old one.

Did you give any roses to her ?

What can one do to help make the environment cleaner?

Where do some of the high school students go after school ?

( bought / some books / he / hasn’t read / but he / any of them ).

( is / an old / one / my computer ).

( give / to her / any roses / did you ).
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