
イークルースと本書を使った自立的学習法 

 

１．まずは，イークルース（http://e-clus.com）でユーザー登録（無料）を！ 

 

 ユーザー登録を行うと，すでに見た動画の履歴が管理できるようになります。イー

クルースを有効に活用するためには，まず，ユーザー登録（無料）を行ってください。 

 

２．本書にどんどん書き込んで勉強しよう！ 

 各講座は，①学習内容の解説，②基本問題，③応用問題から構成されています。 

 イークルースのサイト（http://e-clus.com）から学習する項目を選び，学習内容の

解説をしっかりと見て，確認してください。学習内容の解説を聞き流すだけではなく，

本書にマーカーで線を引いたり，気づいたことなどを書き込んだりするとさらに学習

効果が上がります。 

 

まずは,ここからユーザー登録を｡ 
 

 本書は,この PDF を 
一冊にまとめた本で
す 
 
学習内容の解説と, 
基本問題･応用問題が 
まとめられています。 
本書の解答はサイトで 
確認できます。 
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３．基本問題を解こう 

 学習内容の解説の後には，基本問題があります。ここで動画をいったんストップし，

必ず学習ノートに書き込んで確認してください。問題ができたら動画を再生し，すぐ

に解答をチェックしましょう。まちがえた問題はもう一度学習内容の解説を視聴する

などして，必ず理解しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

４．応用問題を解こう 

 基本問題が確認できたら，次は応用問題に挑戦してみましょう。応用問題は定期テ

ストなどによく出される形式ですので，しっかりと練習することで定期テストでの得

点アップにつながります。応用問題の解答は有料となっていますので，わからない問

題や気になる問題があれば，応用問題の解答でチェックしておきましょう。 

 応用問題の購入については，保護者の方と相談して，イークルースのサイト

（http://e-clus.com）でご確認ください。 

 

 

 動画をストップして,
問題を解きましょう。 
 
基本問題の解答は, 
動画を再生すると, 
すぐに確認できます。 

 応用問題の解答も
書きましょう。 
 
応用問題の解答は, 
サイトから確認で
きます。 
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Memo

Lesson14 受動態 （１）受動態の文

ポイントと例文

This room is cleaned by her.
この部屋は彼女によって掃除されます。

Point!

① be動詞＋過去分詞を受動態といい、

「～される、～されている」という意味を表す。

動作を受けるものが主語となる。

② 過去分詞とは動詞の変化のひとつ。

③ 受動態のbe動詞は、主語や時制によって使い分ける。

④ be動詞＋過去分詞の後ろに、「by＋動作を行う人」

を入れることで「～によって」という意味になる。

動作を行う人が代名詞の場合は目的格を使う。

受動態の文の作り方

例：このかばんは、彼によって使われます。

（能動態） He uses this bag. 彼はこのかばんを使います。

（受動態） This bag is used by him.

このかばんは彼によって使われます。

能動態は、動作をするものが主語になる。

（「～する」という普通の文）。

これに対して、受動態は動作を受けるものが主語になる。
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Memo

Lesson14 受動態 （１）受動態の文

受動態「by～」の省略

be動詞の使い分けと位置①

be動詞の使い分けと位置②

行為者をいう必要がなかったり、行為者がはっきりしないような場合、
一般的な人々や不特定の人々を表す場合などは、

by them, by us, by peopleなどを省略することが多い。

例：Their house is cleaned (by them) every day.

彼らの家は毎日掃除されています。

by～の省略されている受動態を能動態に変換するときは、

主語を補わなければならない。

→They clean their house every day.

受動態のbe動詞は、主語や時制によって使い分ける。

主語が単数の場合 → 単数を表すbe動詞を使う。

This car is washed every week.

主語が複数の場合 → 複数を表すbe動詞を使う。

These cars are washed every week.

時制が過去の場合 → 過去を表すbe動詞を使う。

This car was washed yesterday.

この車は昨日洗われました。

助動詞を使う受動態の場合→助動詞の後はbeとなる。

This car will be washed tomorrow.

この車は明日洗われるでしょう。

副詞がある場合①→always, oftenなどの副詞がある場合の語
順は、be動詞＋副詞＋過去分詞 となる。

This room is often used.

この部屋はしばしば使われます。

副詞がある場合②→通常文末に来る副詞は、文末に置く。

This room was used yesterday.

この部屋は昨日使われました。
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Memo

ポイントと例文

ふたつの文章をくっつける that

基本問題

Point!

・ 前の言葉をうしろから説明する関係代名詞that。

I have an idea that will help you.

あなたに役に立つアイデアがあります。

Lesson17 関係代名詞 （１）主格の関係代名詞 that を使った文

私は、あなたの役に立つアイデアを持ってます。

⇒ 私はアイデアを持ってます。
⇒ そのアイデアはあなたの役に立つでしょう。

I have an idea. The idea will help you.

that will help you.

= the idea  ２つ目の文章の主語
後ろから修飾

I have an idea

that を使って２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．This is a drama.
The drama is about Korean history.

This is（ ）（ ）（ ）
（ ）about Korean history.
（これは韓国の歴史についてのドラマです。）

２．I have a house.
The house has a basement.

I have（ ）（ ）（ ）
（ ）a basement.
（私は地下室のある家を持っている。）

動詞の変化に注意
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Memo

Lesson17 関係代名詞 （１）主格の関係代名詞 that を使った文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

that を使って、英文を完成させよう。
１. 私はスポーツに関する本を読んでいる。

I am reading a（ ）（ ）（ ）
（ ）sports.

2. 彼はドイツ製の腕時計を持っている。

He has a（ ）（ ）（ ）
（ ） in Germany.

3. 魚のように見える雲があるよ。

There is a cloud（ ）（ ）（ ）a fish.

4. 彼女は２つ空港がある都市に住んでいる。

She lives in a city（ ）（ ）（ ）airports.

ドイツで作られた（受け身）

Korean [形] 韓国の

Germany [名] ドイツ

☆補足☆
韓国[国名]：Korea
ドイツの[形]：German
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Memo

ポイントと例文

あとから同意を求める（付加疑問）

主語が変わると？

Point!
・ 通常の文章のあとにつけて「ですよね。」と

相手に同意を求める表現。

You were absent, weren't you?
君は欠席してた、よね？

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （１）付加疑問文１

君は欠席してた・・・よね？

You were absent, weren't you?
君は欠席してた・・・ それとも違いますか？

You were absent. 想定する

You weren't absent. 想定していない

付け足すのは、想定していない方の答えの表現なんだね。

翔太は君の友だちです・・・よね？

Shota is your friend, isn't  he?
翔太はきみの友だちです・・・ それとも違いますか？

He is your friend. 想定する

He isn't your friend. 想定していない

付け足す文の主語は代名詞に置き換える、と。
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （１）付加疑問文１

基本問題

応用問題

否定文への同意

それぞれの文章の後ろに、付加疑問の表現「～ですよね。」をつけてみよう。

１．君は16才、だよね？

You're sixteen years old ,（ ）（ ）?

２．健太もそこにいたんだよね？

Kenta was also there,（ ）（ ）?

３．京都は日本の首都だよね？

Kyoto is the capital of Japan,（ ）（ ）?

付加疑問の表現「～ですよね」を使って、英文を完成させよう。
１. 君のお母さんは医者だよね？

Your mother is a （ ）,（ ）（ ）?

2. 君は美咲を待っているんだろ？

You（ ）（ ）（ ）Misaki, 
（ ）（ ）?

3. 今日は温かいですよね？

（ ）（ ）warm today, （ ）（ ）?

4. これ、ビールじゃないよね？

This（ ）beer,（ ）（ ）?

現在進行形

主語は？

否定文への同意

これはビールじゃない・・・よね？

This isn't beer, is it?
これはビールじゃない・・・ それとも、そうなの？

It isn't beer. 想定する

It is beer. 想定していない

否定文につけ足す場合、否定語なしになるんだね。
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●制作・監修 スカイホープ個別指導学院（http://skyhope.net/） 
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分からない点を親身になって指導するのをモットーとする。また、地域密着型の個別指導塾として、

近隣の学校の内容に合わせた細かい指導も行う。 

 

 

 学習動画サイト「イークルース（http://e-clus.com）」及び本書の制作・監修は、スカイホープ個

別指導学院の講師陣を中心に行われております。 
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