
2. This (That) is ～. 

 

This is ～.「これは（こちらは）～です。」で近くを指す時に使います。遠くを指す時に使

うのは That is ～.「あれは（あちらは）～です。」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★how to use “ will “ 

【 

 

 

is は＝（イコール）の役割をします 

 

 

 

 

 

  ↓     ↓ 

 これ  ＝  りんご 

  This    ＝  an apple 

  This    is     an apple. 「これはりんごです。」 

   a「１つ（１人）」を表しますが普通日本語には訳しません。後に続く言 

        葉の始めが母音（a,e,i,o,u）で始まる時は an を用いる。 

 

 

 

 

 

This （これは、こちらは）。 

 
 

That  （あれは、あちらは）。 

 

＝ 

★比較★ 



人名・地名等名前の前や、my（私の）、your（あなたの）、〈名詞＋’s〉がある時は a や an 

は付きません。 

 

 

my（私の）、your（あなたの）＋名詞 

 

 

（～の）と続いているので後ろには必ず名詞を入れましょう。名詞で「～の」という時は

名詞＋’s です。 

 

 

This is an apple. 「これはりんごです。」 This is a banana.「これはバナナです。」 

         ↓                  ↓ 

     母音                 子音（母音以外） 

 

 

 

 my apple  「私のりんご」 

  

 your apple  「あなたのりんご」 

 

 Mary’s apple  「メアリーのりんご」 

 

 Mary’s teacher’s apple 「メアリーの先生のりんご」 

 

 

【否定文】「これは（あれは）～ではないです。」is の後に not を入れます。 

●省略形● 

This is not ～. ＝ This isn’t ～.  

 

 

 

 

 

 

 

 日本やアメリカ等は言われなくても一つなので。 

 

★比較★ 

★比較★ 

 

is ＋ not ＝ isn’t 

後ろの not の中の母音 o が省略さ

れて代わりにその場所に ‘ (アポ

ストロフィー)が置かれます。 



That is not ～. ＝ That isn’t ～. ＝ That’s not ～. 

 

 

 

 

 

 

 

 

○肯 This is     an apple. 「これはりんごです。」 

○否 This is not an apple. 「これはりんごではないです。」 

   

 

  This isn’t  an apple. 

 

 

【疑問文】「これは（あれは）～ですか。」This(That) と is を入れかえ最後に . （ピリオ

ド）の代わりに ? （クエスチョンマーク）を付けます。Is できかれたら is を使って答え

ます。Yes なら is、No なら isn’t です。 

 

※入れかえる時に先頭に来る文字は大文字に直し先頭に来ない文字は小文字にするのを忘

れない様要注意です。Yes / No の後には , （コンマ）を忘れない様要注意です。 

 

 

○肯 This is an apple.    「これはりんごです。」 

○疑 Is this an apple?    「これはりんごですか。」 

 ○答 Yes, it is.     「はい、そうです。」 

      No, it isn’t. /No, it’s not. / No, it is not. 「いいえ、ちがいます。」 

 

 

 

★比較★ 

 

is ＋ not ＝ isn’t 

後ろの not の中の母音 o が省略され

て代わりにその場所に ‘ （アポスト

ロフィー）が置かれます。 

 

That ＋ is ＝ That’s 

後ろの is の中の母音 i が省略されて

代わりにその場所に ‘ アポストロフ

ィーが置かれます。 

★比較★ 



 

 

 

□1  空所に適語を入れましょう。 

1). これは本です。                        a book. 

 

2). あれは机です。                                            a desk. 

 

3). あちらはボブです。                                            Bob. 

 

4). こちらはサリーです。                                           Sally. 

 

□2  a か an のうち適する語を書きましょう。ただし、不要な場合は×を書きましょう。 

1). This is (                    ) Sapporo.   

 

2). This is (                    ) candy.   

 

3). That is (                    ) Tom.   

 

4). That is (                    ) ostrich. 

 

5). This is (                    ) ant. 

 

6). That is (                    ) notebook. 

 

□3  並びかえてみましょう。ただし文の始めは大文字に直しましょう。 

1).こちらは私の友達です。( my / this / friend / is / . ) 

 

                                                                                     

2).あれはあなたの犬です。( that / dog / is / your / . ) 

 

                                                                                    

 



3).これはあなたのペンです。( this / . / your / pen / is ) 

 

                                                                                      

4)あちらは私のお母さんです。( mother / is / my / . / that ) 

 

                                                                                  

 

□4 次の英文を否定文にしましょう。②、③には短縮形も書いてみましょう。 

1). This is my eraser. 

 

①               

 

②                                                                                

2). This is Ken 

 

①            

 

②                                         

3). That is your umbrella. 

 

①            

 

②                                           

 

③                                           

4). That is my friend’s house. 

 

①           

 

②                                         

 

③                                           

 

 



□5 空所に適語を書きましょう。 

1). これはあなたのうさぎですか？-----はい、そうです。 

   Is this your rabbit?-----Yes, (                    ) (                  ). 

 

2). これはみかんですか？------はい、そうです。 

   (                    ) this an orange?------Yes, it is. 

 

3). あれピアノですか？-----いいえ、違います。 

   (                    ) (                   ) a piano? 

-----No, (                    ) (                    ) (                     ). 

 

4). あれはエミですか？-----いいえ、違います。 

    Is (                   ) Emi? 

   -----No, (                    ) (                    ). 

 

□6 チャレンジ問題！！英文を書いてみましょう。 

1). こちらはエミです。 

 

                                           

2). あれはノートです。 

 

                                           

3). あちらは私の犬です。 

 

                                            

4). これは私のペンではありません。 

 

                                             

5). これは東京ですか。 

 

                                           

Good job!よく頑張りました！余裕がある人はWinPass中１テキストの P.18～23もチャレ

ンジしてみましょう！ 

 



答え： 

□1  

1). This is 

2). That is 

3). That is 

4). This is 

 

□2  

1). × 

2). a 

3). × 

4). an 

5). an 

6). a 

 

□3  

1). This is my friend. 

2). That is your dog. 

3). This is your pen. 

4). That is my mother. 

 

□4  

1). This is not my eraser. 

   This isn’t my eraser. 

2). This is not Ken. 

   This isn’t Ken. 

3). That is not your umbrella. 

   That isn’t your umbrella. 

   That’s not your umbrella. 

4). That is not my friend’s house. 

   That isn’t my friend’s house. 

   That’s not my friend’s house. 



 

□5  

1). it is 

2). Is 

3). Is that , it is not 

4). that, it isn’t 

 

□6  

1). This is Emi. 

2). That is a notebook. 

3). That is my dog. 

4). This is not my pen. 

5). Is this Tokyo? 


