
【Some vs Any】25本ノック 問題

問題：カッコにはsomeとanyのどちらが入るか、「自然な方」を選びなさい。（文法的にはどっちも入れることができるものが多いため。）

番号 問題 ヒント

1 Would you like (　　) coffee? ◎イメージ

2 You have (　　) beautiful clothes. ・some：部分的に「ある」。（1〜99）

3 Didn't you get（　　）money ? ・any：「全部」か「なし」か。（100 or 0）

4 （　　）of the students are absent from school.

5 I want to drink (　　) tea. ◎よく言われる基本

6 I’m going out with (　　) friends of mine. someは肯定文、anyは疑問文・否定文

7 Is there (　　) tea left? ・I have some books.「いくつか本があります。」

8 I bought（　　）flowers. ・I don’t have any books.「本がいくつもありません。」

9 There isn’t（　　）milk in the cup. ・Do you have any books?「いくつか本がありますか？」

10 I didn’t buy（　　）flowers

11 Do you have（　　）brothers or sisters? ◎でも実は

12 Have you got（　　）luggage? ・I have any books.「なんでも本あるよ。」（全部）

13 Are there（　　）eggs in the refrigerator? ・I don’t like some books.「いくつかの本は嫌い。」（部分的にある）

14 There are ( 　　) birds on the tree. ・Do you have some books?「いくつか本がありますか？」（部分的にある＝本がある前提の時）

15 I don’t have (　　) money.

16 I don't know（　　）of the boys. ◎提案する時はsome

17 Do you need（　　　）help? ・Would you like some coffee?「コーヒーはいかがですか？」

18 I don't have（　　）pencils. ・Do you need some help?「何かお手伝いしましょうか？」

19 Do you have（　　）relatives near here ? なぜならsomeは部分的に「ある」→コーヒーが「ある」ことが前提。

20 I have (　　) good ideas. 手伝いが「必要」なことが前提。

21 Do you have (　　) information about this matter? ※Do you need any help?でもいいが「手伝いか何か必要ですか？」のように

22 Would you lend me（　　）books? 　全部かなしか→手伝いが必要かわからない時に使う。

23 （　　　）of the bread is on the table.

24 Did you eat all of them? No, I didn’t eat (　　). ※some,anyとも、可算・不可算名詞どちらにも使える。

25 I don't have（　　　）friends.



【Some vs Any】25本ノック 回答

番号 問題 答え 解説

1 Would you like (　　) coffee? some コーヒーが「ある」前提のため。

2 You have (　　) beautiful clothes. some 「いくつかの服」と、部分的に存在しているため。

3 Didn't you get（　　）money ? some いくらかもらったんだろ？という「存在」が前提のため。

4 （　　）of the students are absent from school. some 「何人かの友達」と、部分的に存在しているため。

5 I want to drink (　　) tea. some 「ある程度の量のお茶」という感覚。「どんなお茶でも飲みたい」も言えるが、違和感がある。

6 I’m going out with (　　) friends of mine. some 「何人かの友達」と、部分的に存在しているため。

7 Is there (　　) tea left? any あるかどうかわからない0or100のため。

8 I bought（　　）flowers. some 「いくつかの花」と、部分的に存在しているため。

9 There isn’t（　　）milk in the cup. any 「少しも牛乳がない」という0か100かで表しているため。

10 I didn’t buy（　　）flowers any 「少しも買わなかった」という0か100かで表しているため。

11 Do you have（　　）brothers or sisters? any 兄弟がいるかどうかわからない0or100のため。

12 Have you got（　　）luggage? any 持っているかどうかわからない0or100のため。

13 Are there（　　）eggs in the refrigerator? any 卵があるかどうかわからなければ0or100のため。（冷蔵庫に卵があると思って聞けばsome）

14 There are ( 　　) birds on the tree. some 「何匹かの鳥」と、部分的に存在しているため。

15 I don’t have (　　) money. any 「全くお金がない」という0or100のため。

16 I don't know（　　）of the boys. any 「全く知らない」という0or100のため。

17 Do you need（　　　）help? some/any 助けが必要と思って聞けばsome、必要かわからなければany。

18 I don't have（　　）pencils. any 「全く持っていない」という0or100のため。

19 Do you have（　　）relatives near here ? any 親戚がいるかどうかわからない0or100のため。

20 I have (　　) good ideas. some 「いくつかのアイデア」と、部分的に存在を限定しているため。

21 Do you have (　　) information about this matter? any 情報があるかどうかわからない0or100のため。

22 Would you lend me（　　）books? some 本が「ある」ことが前提のため。

23 （　　　）of the bread is on the table. some 「ある程度の量のパン」という感覚。パンの存在を限定している。

24 Did you eat all of them? No, I didn’t eat (　　). any 「全く食べない」という0or100のため。

25 I don't have（　　　）friends. any 「全く友達がいない」という0or100のため。


