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Unit 12 私は新しい自転車を持っています。 

≪この課のねらい・・形容詞≫ 

この課では形容詞の使用例を学習します。 

 

形容詞の用法 

 →名詞を説明する用法 

 e.g. She is a beautiful girl. （彼女は美しい少女です。） 

 

  →be 動詞の後に置き主語を説明する用法 

 e.g. My car is new. （私の車は新しい。） 

 

数量を表す形容詞の例 

 There are many children in my school. 

 （たくさんの子供たちが学校に居ます。） 

 All the family got together to celebrate my grandmother’s birthday. 

 （家族全員が祖母の誕生日を祝うために集まりました。） 

 I found a few books in your bag. 

 （あなたのかばんに数冊の本をみつけました。）   

 Could you lend me some money? 

 （お金をいくらか貸してもらえますか？） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. Would you lend me an interesting magazine?  

 （面白い雑誌を貸していただけませんか？） 

 

2. Are you sick? You have a bad cough.    

 （病気なの？ひどい咳をしているけど。） 

 

3.  I have a new bicycle. = My bicycle is new. 

 （私は新しい自転車を持っている。） 

 

4. You have a nice necktie. =Your necktie is nice. 

 （あなたは素敵なネクタイを持っている。） 

 

5. Do you have many books? 

 （あなたはたくさんの本を持っていますか？） 

 

6. We have a lot of snow in January in Niigata. 

 （新潟県では 1 月にたくさんの雪が降る。）  
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１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: What a nice car! Did you buy that? 

 （素敵な車ね！買ったの？） 

B:  Yes. Last Sunday, our family went to a car shop and bought that. 

 （ええ、先週の日曜日に家族でカーショップへ行ってそれを買いました。） 

A: Is that car made in Japan or Germany? 

 （その車は日本製ですかそれともドイツ製ですか？） 

B: It came from Germany.（ドイツ製です。） 

A: Cars made in Germany are very safe and famous for good mileage. 

 （ドイツ製の車はとても安全で燃費がいいことで有名です。） 

B:  Yes, that’s right. What about Japanese cars? 

 （そうですね。日本車はどうですか？） 

A: I think they are as safe as German cars and they have good gas mileage, too. 

 （ドイツ車と同じくらい安全で燃費もいいと思います。） 

B: Yes, I agree with you. （はい、同感です。） 

 Actually, the reason why I bought a German car is my wife is from Germany.   

 （実は、私がドイツの車を買った理由は私の妻がドイツ人だったからです。） 

A: Oh, I see.（ああ、なるほど。） 
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２ - １・・・Activity   

日本文に合うように[      ]内に英語の形容詞を入れて文を完成し、繰り返し何度も発音してみまし

ょう。 

 

1. This is an [      ] question, everybody was able to get it. 

 （これは易しい問題です、全員が答えることができました。） 

 

2. You look [      ] ! I have to take you to the hospital soon. 

 （顔色が悪いですよ！すぐに病院へつれていかねばなりません。） 

 

3. Would you lend me an [      ] magazine? I have a lot of time. 

 （面白い雑誌をかしていただけませんか？時間が一杯あるんです。） 

 

4. A: What would you like to eat? （何をたべたいですか？） 

 B: I’d like to eat [      ] Japanese food. 

 （おいしい日本食を食べたいですね。） 

 

5. Are you [      ]? You have a bad cough.    

 （病気なの？ひどい咳をしているけど。） 

 

 

２ - ２・・・Activity  

次の両方の文がほぼ同じ内容になるように[      ]内に単語を入れて文を完成させて、繰り返し 

何度も発音してみましょう。 

 

1. My dog has a long tail.（私の犬は尻尾が長い。） 

 = My dog’s tail is [      ]. 

 

2. I have a new bicycle.（私は新しい自転車を持っている。） 

 = My bicycle is [       ]. 

 

3. He has many interesting comic books. 

 （彼は面白い漫画本をたくさん持っている。） 

 =Many of his comic books are [      ]. 

 

4. You have a nice necktie. 

 （あなたは素敵なネクタイを持っている。） 

 =Your necktie is [      ]. 

 

5. She has a big house.（彼女は大きな家を持っている。） 

 =Her house is [      ]. 
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２ - ３・・・Activity  

次の日本文に合うように数量を表す形容詞を[      ]に入れて文を完成し、繰り返し何度も発音して

みましょう。 

[       ]内には many, much, a few, a little, some, any のどれかが入ります。 

 

1. I don’t have [       ] pictures of my childhood. 

 （私は子供のころの写真を 1 枚も持っていない。） 

 

2. My friend has [       ] CDs on the shelf. 

 （私の友達は棚に数枚の CD を持っている。） 

 

3. We have [      ] snow in January in Niigata. 

 （新潟県では 1 月にたくさんの雪が降る。） 

 

4. There is [      ] orange juice in your glass. 

 （あなたのコップには少しオレンジジュースが入っている。） 

 

5. Do you have [      ] books? 

 （あなたはたくさんの本を持っていますか？） 
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２ - ４・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。A::講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです 

 

A: 【素敵な車ね！買ったの？】 

B:  Yes, last Sunday our family went to a car shop and bought that. 

 （ええ、先週の日曜日に家族でカーショップへ行ってそれを買いました。） 

A: Is that car made in Japan or Germany? 

 （その車は日本製ですかそれともドイツ製ですか？） 

B: It came from Germany.（ドイツ製です。） 

A: 【ドイツ製の車は安全で燃費がいいことで有名です。】 

B:  Yes, that’s right. What about Japanese cars? 

 （そうですね。日本車はどうですか？） 

A: 【ドイツ車と同じくらい安全 燃費もいいと思います。】 

B: 【はい、同感です。】 

 Actually, the reason why I bought a German car is my wife is from Germany.   

 （実は、私がドイツの車を買った理由は私の妻がドイツ人だったからです。） 

A: Oh, I see.（ああ、なるほど。） 

 

 

Memorize these sentences – １２  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 
1. Would you lend me an interesting magazine?  

 

2. Are you sick? You have a bad cough.    

 

3.  I have a new bicycle. = My bicycle is new. 

 

4. You have a nice necktie. = Your necktie is nice. 

 

5. Do you have many books? 

 

6. We have a lot of snow in January in Niigata. 

 




