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☒  it [イット]

代 ① それは、それが ≪主格≫

② 時間･天候･寒暖などを表す文の主語

として使われる。(日本語には訳さない)

③ 形式主語(仮主語)として使われる。
(日本語には訳さない)

④ それを、それに ≪目的格≫

※ it の複数形は they →【単語帳 No. 60】

☒  from [ふろム]

前 ～から(の)、～出身の

☒  our [アウア]

代 私たちの ※ we の所有格

同音語：hour (１時間)
→【単語帳 No. 327】
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≪代名詞について≫

かんたん英文法

【代名詞表】や、

品詞別単語帳の

【代名詞】なども

ご参照ください。

※ 形式主語(仮主語)の it については

かんたん英文法【不定詞②】参照

Is this [that] your book ? → Yes, it is.

『これは[あれは]あなたの本ですか？』『はい、そうです。』

※ this も that も、答えるときには代名詞 it にかわる。

It’s sunny today. 『今日は天気が良い。』

It was very cold yesterday. 『昨日はとても寒かった。』

What time is it now ? → It’s nine twenty.
『今何時ですか？』『９時２０分です。』

It is difficult for me to speak English.
『私にとって英語を話すことは難しい。』

I use it every day. 『私は毎日それを使います。』

Please lend it to me. 『それを私に貸してください。』

※ 上のような第３文型の文は、ふつう第４文型にできるが、

代名詞が目的語の場合、lend me it とは言わない！

it … 前に出た名詞そのものを指す。

one … 前に出た名詞の繰り返しを避ける

ために使う語。前出の名詞と同じ

種類のものを指す。[同名異物]

That is our school. 『あれは私たちの学校です。』

He is not our father. 『彼は私たちのお父さんではありません。』

Mr. Hara is our math teacher. 『原先生は私たちの数学の先生です。』

These are not our bags. 『これらは私たちのバッグではありません。』

人称･単数形 or 複数形 主格「～は、～が」 所有格「～の」

１人称･単数形 I [アイ] my [マイ]

２人称･単数形 you [ユー] your [ユア]

he [ヒー] his [ヒズ]

she [シー] her [ハ～]３人称･単数形

it [イット] its [イッツ]

1 人称･複数形 we [ウィー] our [アウア]

２人称･複数形 you [ユー] your [ユア]

３人称･複数形 they [ゼイ] their [ゼア]

ポイント 文の主語になる 名詞の前に使う

Where are you from ? … ① 『あなたはどこの出身ですか？』

= Where do you come from ? … ② ※ 上と同じ日本語訳

①の返答例 → I’m from Canada. 『私はカナダ出身です。』

②の返答例 → I come from Canada. ※ 現在形で答える。

※ ①、②とも同じ内容の表現になるが、

質問によって答え方が異なる。

We go to school from Monday to Friday.

『私たちは月曜日から金曜日まで学校へ行きます。』

※ 後ろの to は until / till / through とも書き換え可。

How far is it from here to the station ?

『ここから駅まではどのくらい(遠い)ですか？』

発展 be made from [of] ~

『～でできている、～から作られる』

※ 原材料の形が残っていないときは

from、残っているとき ( 例 机が

木から作られるなど) は of を使う。

a letter from Meg 『メグからの手紙』

a student from a foreign country
= a student from abroad

『外国からの生徒、留学生』

from ~ to … 『～から…まで』

from now (on) 『これからは、今後は』

発音注意
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