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25. そんなに大きなスキー場ですか。 

文法：こそあど（文脈指示） 

Ａ：市役所の近くに、スキー場ができるそうですね。今日の朝、新聞を見ました。 

  そのスキー場には旅館や温泉、美術館もあって、大人も子供も楽しめると書いて 

  ありましたよ。 

Ｂ：そんなに大きなスキー場ですか。それはいいですね。いつできるんですか。 

Ａ：いつかわかりませんが、来年の冬にはオープンすると思いますよ。今工事しているようでしたから。 

Ｂ：そうですか。スキー場ができれば、観光客も来るようになるだろうし、町がにぎやかになるといいですね。  

Ａ：私もそう思います。たしかにここはいなかですが、こう見えてもいいところがたくさんあるので、知ってもらえると 

  いいですね。 

B：温泉も美術館もできるんですから、けっこう大きな場所になりますね。このことを知っている人は、他にいるんです 

  か。あ、新聞を見たと言っていましたね。 

A：そうですよ。それに、市役所の近くの道も工事が始まって通れなくなっていますからね。 
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「そ」－It’s used when the speaker or listener mentions something previously mentioned by the speaker but the listener is not familiar with it, or it’s close to the 

listener’s mind. But sometimes demonstrative things take “こ”. 

 ①駅前に大きなビルができました。そのビルには、いろいろな会社のオフィスがあります。 

 ②昨日、ミシガン湖へ行ったんですよ。－ミシガン湖？その湖はどこにあるんですか。 

 ③来月から北海道の本社へてんきんすることになりました。－それは、よかったですね。おめでとうございます。 

 ③私が一番欲しい物は、まほうのペンです。このペンを使うと、書いたこと全て覚えることができます。 

 ④これは電気自動車です。この車にガソリンは必要ありませんので、環境にいいです。 

 

「こ」－It’s used when saying what is stated before, which is close to the speaker’s mind. 

 ①実は、ぼく、木村さんが好きなんです。あ、このことは誰にも言わないでくださいね。 

 ②有名な歌手がこの町に来ているそうですよ。－本当ですか。誰かこの話を知っている人はいますか。 

 

「あ」－It’s used when the listener is familiar with the subject previously. 

  ①昔よく一緒に遊んだ公園へ行ってきましたが、あの公園はもうありませんでしたよ。 

 ②ついに駅前の新しいケーキ屋さんがオープンしましたね。 － もう行きましたか。あそこ、どうでしたか。 

 ③今はとても忙しいから、あのことについては考えたくない。 
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【こそあど】 

 

 

 こ そ あ ど 

代名詞（Pronoun） 

これ それ あれ どれ 

こちら、こっち そちら、そっち あちら、あっち どちら、どっち 

ここ そこ あそこ どこ 

副詞（Adverb） 

こう 

（このように） 

そう 

（そのように） 

ああ 

（あのように） 

どう 

（どのように） 

こんなに そんなに あんなに どんなに 

連体詞 

(Adnominal adjective） 

この～ その～ あの～ どの～ 

こんな～ 

（このような～） 

そんな～ 

（そのような～） 

あんな～ 

（あのような～） 

どんな～ 

（どのような～） 

こういう～ そういう～ ああいう～ どういう～ 
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こう／そう／ああ／どう ＋V－It’s used for manner of action. 

こう like this/this way できませんか。こうやると、かんたんですよ。 

そう like that/that way 英語も日本語も難しいと思います。－ええ、私もそう思います。 

ああ like that/that way 田中さんはああ見えても、まだ 50 代なんですよ。 

どう how 日本の人口は減っていますね。これからどうなると思いますか。 

 

こんなに／そんなに／あんなに／どんなに ＋V/A－It indicates large degree. 

こんなに this much キャンディどうぞ。 － こんなに要りませんよ。 

そんなに that much 彼にふられたんですか。そんなに泣かないでください。 

あんなに that much あんなに頑張って練習したのに、試合で負けてしまいました。 

どんなに how much どんなにいやでも、仕事はしなければなりません。 
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こんな／そんな／あんな／どんな ＋N－It’s used to limit specifically. 

こんな something like this 『頭がよくなる本』？こんな本を読んでいるんですか。 

そんな something like that 日本が好きじゃないです。－そんなこと言わないでください。 

あんな something like that あんな会社、やめたらどうですか。 

どんな what kind of / any kind of しょうらい、どんな家に住みたいですか。 

 

こういう／そういう／ああいう／どういう ＋N－It’s used to limit in general (concept, idea, or abstract thing) 

こういう something like this こういう物は美術館にないほうがいいと思う。 

そういう something like that もう田中さんを信じられない。－そういうことは言わないの。 

ああいう something like that ああいう大人にならないように、一生けん命勉強しなさい。 

どういう what kind of / any kind of どういう人が好きですか。 
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問題.【正しい答えを選びましょう。】 

①（これ・この・こんな）をください。 

②雨が降った場合は、（どう・どんなに・どんな）したらいいですか。 

③まだ（これ・この・こんな）しか食べていませんから、おなかがすいています。 

④毎日（こう・こんなに・こんな）勉強しているのに、テストで 100 点がとれません。 

⑤（どう・どんな・どの）人でも、いいところと悪いところがあります。 

⑥週に一回だけ休みです。 －（そう・そんな・そんなに）忙しいんですか。 

⑦待ってください。（そう・そんな・そんなに）やると、失敗してしまいますよ。 

⑧お手洗いは、（どちら・どんな・どんなに）ですか。 

⑨試合で負けてしまったんですか。（ああ・あんな・あんなに）頑張っていたのに、残念ですね。 

⑩スケジュールはいっぱいです。 －（そんな・そんなに・あんなに）予定があるんですか。 

⑪体重が減らなかったので、ダイエットをやめました。（こんなに・そんなに・あんなに）頑張りましたが。 

⑫わー。広い。ダブルベッドは、（こう・こんな・こんなに）大きいんですね。 

⑬大阪弁を話す人？（こんな・そんな・あんな）人、知りませんよ。 

⑭ありがとうございます。かわいい手ぶくろですね。（こういう・こう・ああいう）手ぶくろが欲しかったんです。 

⑮これは大切なポスターなんです。 －（そんなに・こんなに・あんなに）特別なの？ 

 


