
人称代名詞の基礎演習 ② No.1

【１】次の日本文に合う英文になるように、（ ）内に

適語を入れなさい。

1)ブラウン先生はあなたたちに親切ですか。はい。彼は

私たちにとても親切です。

Is Mr. Brown kind to ( )? Yes. He is very kind to

( ).

2)これは恵子のピアノです。彼女は毎日それを弾きます。

This is Keiko's piano. She plays ( ) every day.

3)私はカメラを持っています。私はそ(れ)の色がとても

好きです。

I have a camera. I like ( ) color very much.

4)佐藤さんは３人の娘がいます。彼女たちの１人は私の

クラスメイトです。

Mr. Sato has three daughters. One of ( ) is my

classmate.

5)彼らは私の友人です。私は彼らがとても好きです。

They are ( ) friends. I like ( ) very much.

6)私たちの先生はアメリカ人です。彼はニューヨーク出

身です。

( ) teacher is an American. ( ) is from New

York.

【２】次の対話文が完成するように、（ ）内に適当な

代名詞を入れなさい。更に、全文を日本語に訳しなさ

い。

1)A: Do you often sing these songs with Kathy?

B: Yes, I do. I often sing ( ) with ( ).

2)A: Are those boys kind to you?

B: Yes. ( ) are kind to ( ).

3)A: Does Tom's uncle know you and me?

B: Yes. ( ) knows ( ).

4)A: Do you know that girl?

B: Yes. ( ) is Taro's sister. ( ) name is Yoko.

5)A: Do you know those boys?

B: Yes. ( ) names are John and Kenji.

【３】次の日本語を英語にしなさい。

1)私たちの先生は東京出身です。

2)これは私の自転車です。あなたのものはどこですか。

3)彼は彼女と一緒にテニスをします。
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【１】

1)you / us

2)it

3)its

4)them

5)my / them

6)Our / He

【２】

1)them / her あなたはよくキャシーとこれらの歌を歌

いますか。はい、歌います。私はよく彼女とそれらを

歌います。

2)They / me あれらの少年はあなたに親切ですか。は

い。彼らは私に親切です。

3)He / us トムのおじさんはあなたと私を知っています

か。はい。彼は私たちを知っています。

4)She / Her あなたはあの女の子を知っていますか。は

い。彼女は太郎の姉さんです。彼女の名前は洋子です。5

5)Their あなたはあれらの少年を知っていますか。は

い。彼らの名前はジョンと健二です。

【３】

1)Our teacher is from Tokyo.

2)This is my bike. Where is yours?

3)He plays tennis with her.
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4)あれらの本は彼らのものです。

5)彼らのお父さんは私たちを知っていますか。

6)彼の本は、その机の上です。彼女のものは、そのいす

の上です。

7)あなたのお母さんは、私たちと一緒にこの公園を掃除

します。

8)あなたたちの先生は、どこにいますか。彼は教室にい

ます。

9)彼は彼女たちにとても親切です。

10)私たちの１人はサッカーの選手です。
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4)Those books are theirs.

5)Does their father know us?

6)His book is on the desk? Hers is on the chair.

7)Your mother cleans this park with us.

8)Where is your teacher? He is in the classroom.

9)He is very kind to them.

10)One of us is a soccer player.


