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裏面へ続く！ 
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東進英語科講師・安河内 哲也先生による紙上講義！

　「基礎から偏差値アップ」「有名大突破！」という超人
気講座の名前どおり、数えきれないほどの受験生の偏
差値を大改造、難関大へと送り込んでいる！　わかり
やすく合理的な教え方と将来も役に立つ本質的な語学
学習へのこだわりで、受験生の信頼は厚い。著書は80
冊以上、ベストセラー多数、発行部数のべ300万部突
破、中・韓でも出版。TOEIC試験４技能（LRSW合計）
1390点満点。通訳案内士。大手企業研修講師も歴
任。授業は「英語が楽しくなる」と全レベルの受験生に
大評判。

　another と the other、それに others と 
the others ってどう違うの？　入試頻出のこれ
らの代名詞は、不定冠詞 a[an] と定冠詞 the の
違いがわかればとたんに理解しやすくなる。ただ
丸暗記するのではなく、どうしてそうなるかを理解
し、理解した後でするのは…そう、音読！
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英語
「冠詞と代名詞」編

Practice Makes Perfect!
君は絶対英語ができるようになる！

　英語でとてもわかりにくいのが冠詞。 a[an] と the だね。日本語には
ない品詞だから、イメージをつかむのが難しいんだ。ただ単に、 aは
「１つの」、 the は「その」と覚えているだけでは、十分に理解したとは
言えない。でも、この区別がしっかりできれば、試験にもよく出てくる
another と the other、 others と the others の違いがとてもわかり
やすくなる。
　まず、 a と the の違いを簡単に説明しよう。 a[an] は、他にもたくさん
ある中からどれかひとつを指すときに用いられる。
　まずは小手調べに次の問題をやってみよう。

　最後の do は「間に合う、用が足りる」の意味だから、Any kind will 
do. は「どんな種類のものでもいいです」ということ。つまり、「どんなもの
でもいいからミネラルウォーターを１本買ってきて」ということだね。
だから、正解は①。問題文の訳は、「もし買い物に行くなら、ミネラル
ウォーターを１本買ってきてください。どんな種類のものでもよいです」
となる。
　これに対して、 the は 話し手と聞き手がお互いにどれを指している
かわかっているものにつけられるんだ。例えば、日常会話でよく使われる 
Pass me the salt, please. という文を考えてみよう。これは「塩を
取ってください」という意味だけど、この文が使われている状況では、
テーブルの上には塩が１つしかなくて、話している人はもちろん、
頼まれている人も、どの「塩」が話題になっているかわかっているん
だね。だから the salt になる。 Please open the window. なども同じ
理屈だ。
　ところで、 the は後ろに複数形の名詞が来ても同じように使われるけ
ど、もちろん a[an] は後ろに単数形の名詞がくるときにしか使われない。
では、「他にもたくさんある中の複数のもの」を表すときはどうすれば
よい？　そう、前に何もつけなくていいんだ。これをまとめるとこうなる。

　これを理解していれば、試験でもよく出てくる重要事項、 another、
the other、 others、 the others の違いもよくわかる。another は、 
an other がつながって１語になった語だ。 another や other は、後
ろに名詞がつながって、「別の」「他の」という形容詞としても使われる。
この点を加味して、さっきの表の「名詞」を other に変えれば、こんな
具合になる。

　これで、 another、 the other、 others、 the others の区別がしっ
かりできるはずだ。
　では、裏面のチャレンジ問題演習で確認しよう。

If you go shopping, please buy 　　　　 bottle of mineral
water. Any kind will do.

① a　　　　② some　　　　③ that　　　　④ the

 （京都産業大学）

a　+　名詞 → 他にもある中のどれかひとつ

the　+　名詞 → お互いどれだかわかるひとつ

名詞ｓ → 他にもある中の複数のもの

the + 名詞ｓ → お互いどれだかわかる複数のもの

another / another + 名詞 → まだ残りがある中のどれかひとつ

the other / the other + 名詞 → 最後のひとつ　

others / other + 名詞ｓ → まだ残りがある中の複数のもの

the others / the other + 名詞ｓ → 最後に残った複数のもの
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表面の解説をふまえて問題に
チャレンジしてみよう。

【Translation】
「このセーターは私にはちょっときつい。他のものを見せてください」

【Explanation】
　衣料品を扱う店での会話。セーターを一着見て気に入らなかった
ので、客は別のものを見せてほしいと言っている。だから、「まだ残りが
ある中のどれかひとつ」ということで①が正解。 other が冠詞なしで
②のように単独で使われることはない。また、客が「他のセーターを全部
見せてほしい」と言う可能性はあるけど、その場合は複数形になる
はずだから、④はおかしいね。

【Translation】
「彼は片目を閉じたが、もう片方の目は閉じなかった」

【Explanation】
　空所に入る部分は、「２つある目のもう一方の目（残りの片目）」になる
はずだね。これはつまり「最後の１つ」ということだから、④が正解。
①を選んだ人、目が３つ以上あることになってしまうよ！ちなみに、②の 
one another は「お互い」の意味を表す必修熟語だから、知らなかっ
た人はついでに覚えてしまおう。

【Translation】
「それらの車のうち何台かは青で、もう何台かは赤で、残りは白だった」

【Explanation】
　最後に the rest were white とあるので、空所の部分は「まだ残り
がある」中から選ぶことになるね。空所の直後が were になっている
ので、単数扱いの② another は使えない。だから、「まだ残りがある中
の複数のもの」ということで③が正解。

チャレンジ問題

Exercise!

Question 1

次の空所に入れるのに最も適当なものを選べ。
This sweater is a little tight for me.
Please show me 　　　　  .

　　① another ② other

　　③ other one ④ all the other one
 （朝日大学）

Question 2

次の空所に入れるのに最も適当なものを選べ。
Some of the cars were blue, 　　　　  were red,
and the rest were white.

　　① all the others ② another

　　③ others ④ the other
 （明治大学）

Question 3

次の空所に入れるのに最も適当なものを選べ。
He closed one of his eyes but not 　　　　  .

① another　  ② one another　  ③ other　  ④ the other
 （立命館大学）

では、最後に2013年のセンター試験の問題に挑戦してみよう。

この問題の解答解説、そして成績が上がる英語学習法はwebで…。

Question 4

次の空所に入れるのに最も適当なものを選べ。
Of the seven people here now, one is from China,
three are from the US, and 　　　　  from France.

① other　　② others　　③ the other　　④ the others
 （センター試験）


