
 
 
 
 

 

① 私たちは、彼らは、というグループで話ができる。 

② 複数のものを示して、説明することができる。 

These are …     some/any 

何ができるようになるか 

構文： どんな文が作れるようになるのか  

① we, you, they を適切に使うことができる 
② these(those) are ～ という文を作ることができる。 
③ some, any を使って表現することができる。 



Introduction 

What are these? 

Are they Flying discs? 

No, they aren’t. 

They are landmines. 
They are dangerous 



Introduction 

What are these? 

They are videos. 

Do you know them? 

Now, we use Blue-Rays. 



Introduction 

Who are those men? 

Are they SMAP? 

No. 

They are Monomane-
SMAP. 



Introduction 

Who are those 
girls? 

Are they AKB? 

No. 

They are Monomane-AKB . 



Introduction 

Do you see any animals? 

Yes, I see some animals. 



Introduction 

Do you see any animals? 

Yes, I see some animals. 



Key Sentences 

These are ～  Those are ～ 

These are great movies. 

These movies are great. 

これらは素晴らしい映画です。 

これらの映画は素晴らしい。 

Those are beautiful cups.    

あれらは美しいコップです。 

Those cups are beautiful. 
あれらのコップは美しい。 



Key Sentences 

some / any 

We have some English books. 

We don’t have any English books.   

Do you have any English books? 

私たちはいくつか英語の本をもっています 

私たちは全く英語の本を持っていません。 

あなたはいくつか英語の本を持っていますか。 



Key Sentences 

These are ～  Those are ～ 

これらは素晴らしい映画です。 

これらの映画は素晴らしい。 

あれらは美しいコップです。 

あれらのコップは美しい。 



Key Sentences 

some / any 

私たちはいくつか英語の本をもっています 

私たちは全く英語の本を持っていません。 

あなたはいくつか英語の本を持っていますか。 



we,  you,  they 



Check the Point 1 

主格 
（～は、が） 

所有格 
（～の） 

目的格 
（～を、に） 

私たち 
 
 

あなたたち 
 
 

彼ら、それら 

 
 

私たちは 

あなた
たちは 

彼らは 
それらは 

私たちの 

あなた
たちの 

彼らの 
それらの 

私たちを 

あなた
たちを 

彼らを 
それらを 



Check the Point 1 

主格 
（～は、が） 

所有格 
（～の） 

目的格 
（～を、に） 

私たち 
 
 

あなたたち 
 
 

彼ら、それら 

 
 

we 

you 

they 

our 

your 

their 

us 

you 

them 



Let’s Check 

私たち 
 
 

we our us 

私たちは横浜出身です。 

私たちの好きな教科は音楽です。 

私たちを知っていますか。 

私たちとこのクラスを楽しみましょう。 



Let’s Check 

私たち 
 
 

we our us 

We are from Yokohama. 

Our favorite subject is music. 

Do you know us? 

Let’s enjoy this class with us. 



Let’s Check 

あなた 
たち 

 
 

you your you 

あなたたちは良い芸術家ですね。 

あなたたちのバッグはいいですね。 

私はあなたたちをとても愛しています。 

私はあなたたちと一生懸命勉強します。 



Let’s Check 

あなた 
たち 

 
 

you your you 

You are good artists. 

Your bags are nice. 

I love you very much. 

I study hard with you. 



Let’s Check 

彼ら 
それら 

 
 

they their them 

彼女たちは美しいです。 

私は彼女たちの声も好きです。 

私は彼女たちが好きです。 

私は彼女たちと勉強します。 



Let’s Check 

彼ら 
それら 

 
 

they their them 

They are beautiful. 

I like their voice, too. 

I love them. 

I study with them. 



these are ～ 
 those are ～ 



Check the Point 2 

This is a box. That is a box. 

These are boxes. Those are boxes. 



Let’s Check 

This girl is smart. 

This is my bicycle. 

These are my bicycles. 

These girls are smart. 

これは 

これらは 

この〇〇は 

これらの○〇は 



Let’s Check 

I have that building. 

That is a giraffe. 

Those are giraffes. 

I have those buildings. 

あれは 

あれらは 

あの〇〇を 

あれらの○〇は 



some  any   



Check the Point 

some 

any 

any 

some  any  「いくつか、いくらか」 

肯定文 

否定文 

疑問文 

I have some eyes. 

I don’t have any eyes. 

Do you have any eyes? 

not + any ～s 「全くない」 



Pair Pattern Practice 

私は英語の歌をいくつか知っている。 

I know some English songs. 

Do you know any English songs? 

I don’t know any English songs. 

（肯） 

（否） 

（疑） 

私は今日いくつか数学の授業があります。 

I have some math classes today. 

Do you have any math classes today? 

I don’t have any math classes today. 

（肯） 

（否） 

（疑） 



Pair Pattern Practice 

私は何人か外国人の友人がいます。 

I have some foreign friends. 

Do you have any foreign friends? 

I don’t have any foreign friends. 

（肯） 

（否） 

（疑） 

私はいくつかよいレストランを知っています。 

I know some nice restaurants. 

Do you know any nice restaurants? 

I don’t know any nice restaurants. 

（肯） 

（否） 

（疑） 



Let’s Practice 

A: Hi, mam.  Ｉ am in the supermarket.  
       Do you need anything? 
B:   Well…I need some… 
A:   OK.  Is today’s dinner ○〇? 

なにを作りたいのか当てよう 

ヤキソバ 



Let’s Practice 

A: Hi, mam.  Ｉ am in the supermarket.  
       Do you need anything? 
B:   Well…I need some… 
A:   OK.  Is today’s dinner ○〇? 

なにを作りたいのか当てよう 

オムライス 



Let’s Practice 

A: Hi, mam.  Ｉ am in the supermarket.  
       Do you need anything? 
B:   Well…I need some… 
A:   OK.  Is today’s dinner ○〇? 

なにを作りたいのか当てよう 

なべ 



Let’s Practice 

A: Hi, mam.  Ｉ am in the supermarket.  
       Do you need anything? 
B:   Well…I need some… 
A:   OK.  Is today’s dinner ○〇? 

なにを作りたいのか当てよう 

シチュー 



Six Cards 

Draw a vegetable on each card  

6つのマークをカードに書きなさい 

heart(s) circle(s) star(s) 

smile (s) Triangle (s) sun (s) 



Six Cards 

Draw a shape on each card  

① Write a mark on each of your 6 cards. 

② Find a partner.   
Trade cards with your partner. 

6つのマークをカードに書きなさい 



Six Cards 

A: Do you have any ○○s? 

B: Yes.  I have a ○○. （1つの場合） 

      Yes.  I have some ○○s.  （2つ以上の場合） 

       No.  I don’t have any ○○s 

Trade cards 

同じカードを3枚× 2種類 集めよう 

You 
Win! 





Director & Actor 

私たちが世界で、私たちが子どもなんだよ。 

We are the world. 
We are the children. 

世界に愛をこめて歌おう 

これらの動物はかわいいでしょ。でも彼らは肉を食べるの。 

These animals are cute. 
But they eat meat. 

見た目によらず恐ろしい動物です。 



Director & Actor 

あなたたち、ちょっと問題あるよね。 

You have some problems. 

はい、その態度おかしいよ～ 

冷蔵庫に卵が全くないわよ。 

We don’t have any eggs in the fridge. 

今日はオムライスじゃないんか～い！！ 



Key Sentences Review 

These are ～  Those are ～ 

These are great movies. 

These movies are great. 

これらは素晴らしい映画です。 

これらの映画は素晴らしい。 

Those are beautiful cups.    

あれらは美しいコップです。 

Those cups are beautiful. 
あれらのコップは美しい。 



Key Sentences Review 

some / any 

We have some English books. 

We don’t have any English books.   

Do you have any English books? 

私たちはいくつか英語の本をもっています 

私たちは全く英語の本を持っていません。 

あなたはいくつか英語の本を持っていますか。 



Key Sentences Review 

These are ～  Those are ～ 

これらは素晴らしい映画です。 

これらの映画は素晴らしい。 

あれらは美しいコップです。 

あれらのコップは美しい。 



Key Sentences Review 

some / any 

私たちはいくつか英語の本をもっています 

私たちは全く英語の本を持っていません。 

あなたはいくつか英語の本を持っていますか。 


