
はじめに 

 

 近年，インターネットの世界は日に日に拡大を続け，その抱える情報量は非常に膨

大なものとなっています。また，パソコンは言うに及ばず，スマホ・タブレットの急

激な発達により，人々がインターネットにアクセスする機会はますます増えてきまし

た。そのような背景のもと，中学生の学習の中でインターネットを利用するという行

為も特別なことではなくなってきました。しかしながら，インターネットには,膨大な

情報が存在し，中学生がそれを見極めて，日々の学習に必要な情報を選び出すのは非

常に困難な作業だと思われます。 

弊社は，そのような現状においてもやはりインターネットの有用性を確信し，意欲

のある中学生が安心して学習できる場として，学習動画サイトのイークルースを立ち

上げました。イークルースの学習動画は，中学校で学習する内容の要点をまとめ，パ

ソコン・タブレット・スマホからいつでも学習できるように構成されています。内容

については,文部科学省の学習指導要領に準拠したものとなっており，解説は経験豊富

な現役の塾講師によって監修されています。毎日の予習・復習はもちろん，定期テス

トへの対策としても十分ご利用いただけると確信しております。 

本書は，イークルースでの学習内容を 1 冊にまとめ，書き込んで使用できるように

した学習ノートです。学習においては，知識を自分のものとして吸収するインプット

と，自分の持っている知識を解答として出すアウトプットの２つが共に重要となりま

す。イークルースの学習動画においてしっかりインプットした知識を，アウトプット

として試す場がこの学習ノートになります。したがって，イークルースの学習動画と

本書があれば，学習塾などに通うことなく自立して学習することができるようになっ

ています。 

本書を利用することで，多くの中学生のみなさんが自立して学習できるようになり，

みなさんの目標が達成されることを，スタッフ一同，心から願っています。 

 

株式会社 Prisola インターナショナル 

スカイホープ個別指導学院 
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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

ポイントと例文

不定詞ってなに？

不定詞の使い方① ～すること

Point!

・ 「to + 動詞の原形」で、不定詞という用法になる。

I like to watch baseball.

私は野球を観るのが好きだ。

Lesson12 不定詞Ⅰ （１）不定詞の名詞的用法

１．to + 動詞の原形であらわされる。

２．３つの使い方がある。
① 名詞的な使い方（～すること）
② 副詞的な使い方（～するために）
③ 形容詞的な使い方（～するための）

不定詞を使うことで、動詞の動作を他の品詞のように
使うことができるよ。

like baseball.I
主語 動詞 目的語

私は野球が好きです。

私は野球をすることが好きです。

私は野球を見ることが好きです。

likeI playto baseball.

likeI watchto baseball.

不定詞を使うことで、動詞の動作を「～すること」
と名詞のように言いかえられるんだね。
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （１）不定詞の名詞的用法

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

不定詞を使って文章を完成させよう。

１．私は写真が好きだ。
⇒ 私は写真を撮ることが好きだ。

I like photos. 
⇒ I（ ）（ ）（ ）photos.

２．彼女は自分の部屋が好きだ。
⇒ 彼女は自分の部屋を掃除する(clean）のが好きだ。

She likes her room. 
⇒ She（ ）（ ）（ ）her room.

英文を完成させよう。
１．彼は自分の車を洗うのが好きだ。

He（ ）（ ）（ ）his（ ）.

２．何か飲みたい。

I（ ）（ ）（ ）something.

３．健太は外で遊ぶことが好きですか。

（ ）（ ）（ ）
（ ）play outside?

４．またあなたにお会いしたいです。

I（ ）（ ）（ ）
（ ）again.

hope（～を望む） を使って

want（～が欲しい）を使って

clean [動] 掃除する

wash [動] 洗う

drink [動] 飲む

want [動] ～を望む、～が欲しい

hope [動] ～を望む
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （２）名詞的用法の訳し方

ポイントと例文

不定詞の使い方① ～すること

want to ～、 start to ～

Point!

・ 「want to」「start to」などの不定詞と

日本語訳との違いを学習しよう。

I want to go to sea.

私は海に行きたい。

like baseball.I
主語 動詞 目的語

私は野球が好きです。

私は野球をすることが好きです。

私は野球を見ることが好きです。

likeI playto baseball.

likeI watchto baseball.

不定詞を使うことで、動詞の動作を「～すること」
と名詞のように言いかえられるんだね。

want  [動]  ～が欲しい

I want some money. 私はお金が欲しい。

I want to go to sea. 私は海に行くことを欲する。
⇒ 私は海に行きたい。

I want to be an actress. 私は女優であることを欲する。
⇒ 私は女優になりたい。

start  [動]  ～を始める

I start a business. 私は事業を始めた。

I start to read the book. 私はその本を読むことを始める。
⇒ 私はその本を読み始める。

日本語から英語に訳すときにwant toの表現が出てくるようにしよう。
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （２）名詞的用法の訳し方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコ中から単語を選んで文章を完成させよう。

１．私は相撲取りになりたい。

I ( will , like , want ) to be a sumo wrestler.

２．彼は中国語を勉強し始めた。

He ( hoped , started , jumped ) to learn Chinese.

３．私は拓也と結婚したい。

I ( love , begin , wish ) to marry Takuya.

英文を完成させよう。
１．彼女は泣きだした。

She （ ）（ ）（ ）.

２．あなたは彼のようになりたいですか。

（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ） like （ ）?

３．健太は独りでいるのが好きじゃない。

Kenta （ ）（ ）（ ）

（ ） alone.

４．彼女は歌を歌うのが大好きなんです。

She （ ）（ ）（ ） a song.

cry [動] 泣く

start [動] 始める

begin [動] 始める

alone [形] 独りで

sing [動] 歌う
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （３）名詞的用法 Whatの疑問文・答えの表現

ポイントと例文

to を使って「～すること」

「～すること」は何ですか？

Point!

・ what を使って、「あなたが～することは何ですか。」

という表現を学習しよう。

What do you like to drink?
あなたは何を飲むのが好きですか。

I like to drink some tea.

私はお茶を飲むのが好きです。

like baseball.I
主語 動詞 目的語

私は野球が好きです。

私は野球をすることが好きです。

私は野球を見ることが好きです。

likeI playto baseball.

likeI watchto baseball.

不定詞を使うことで、動詞の動作を「～すること」
と名詞のように言いかえられるんだね。

I like to watch baseball.
私は野球を観るのが好きです。

Do you like to watch baseball?
あなたは野球を観るのが好きですか。

What do you like to watch?
あなたは何を観るのが好きですか。

聞きたいこと「何を？」を一番前に持ってくるのが
英語の疑問文のルールだったね。
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （３）名詞的用法 Whatの疑問文・答えの表現

what ～ to ～? への答え方

基本問題

応用問題

What do you like to watch?
あなたは何を観るのが好きですか。

I like to watch baseball.
私は野球を観るのが好きです。

I like to watch TV. 
私はテレビを観るのが好きです。

「～すること」と to + 動詞で答えればいいんだね。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．あなたは何を飲むのが好きですか。

( drink , what , to , are , do , you , like )

２．あなたは将来何になりたいですか。

( want , you , what , to , be , do , for )
何であることを望みますか。

?

in the future?

英文を完成させよう。
１．「明日香は何になりたかったんですか。」

「彼女は看護師になりたかったんです。」

”What（ ）（ ）（ ）
（ ）be?”
”（ ）（ ）（ ）（ ）a nurse.”

２．「拓也は夕食後に何をするのが好きですか。」
「彼は音楽を聞くのが好きです。」

”（ ）（ ）Takuya（ ）
（ ）（ ）after dinner?”
”（ ）（ ）（ ）（ ）
to music.”
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （３）名詞的用法 Whatの疑問文・答えの表現

単語とフレーズ

Memo

future [名] 将来

nurse [名] 看護師
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （４）副詞的用法

ポイントと例文

to を使って「～するために」

基本問題

Point!

・ to + 動詞で、「～するために」と、目的を表す表現。

He came to Japan to teach English.

彼は英語を教えるために日本に来た。

私は子供たちのために熱心に働いた。

I worked hard for my children.

私は新しい車を買うために熱心に働いた。

I worked hard to buy a new car.

to + 動詞 ⇒ ～する目的で、～するために

to ～以下がなくても文章が成立するのが、
副詞的な使い方の特徴だよ。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．私は友達に会うために学校に行く。

( school , friends , I , see , my , go , to , for , to )

２．我々は勝つために3点取らないといけない。(点：point）

( to , three , there , win , points , get )

We have to 

.

.
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （４）副詞的用法

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１．この金庫(safe)を開けるには、鍵を見つけなきゃいけない。

We（ ）（ ）（ ）the key 
（ ）（ ）this safe.

２．彼女はサラダ（salad）を作るためにいくつか卵をゆでる（boil）。

She（ ）some（ ）（ ）
（ ）a salad.

３．翔太は再び私に会いに来るだろう。

Shota（ ）（ ）（ ）（ ）me 
again.

「会うために来る」の未来形

point [名] 点

boil [動] ゆでる

salad [名] サラダ

safe [名] 金庫
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （５）副詞的用法 形容詞 ＋不定詞

ポイントと例文

「～することによって」～だ

基本問題

Point!

・ 形容詞 + to + 動詞で 「～することによって～である」

という表現ができる。

I'm glad to hear the news.

その知らせを聞いてうれしい。

私はうれしい。

I am glad.  ⇒ 喜んでいる（状態をあらわす形容詞）

私はその知らせを聞いてうれしい。

I am glad to hear the news.
原因・理由

私はお前のような息子を持って誇りに思う。

I am proud to have a son like you.
原因・理由

気持ちを表す形容詞で使う場合が多いよ。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．（私は）あなたとお話できて幸せです。

( happy , with , talk , you , me , I , am , to )

２．その試合に勝ったことを我々は誇りに思う。

( proud , to , the , game , win , we , have , are )

.

.
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （５）副詞的用法 形容詞 ＋不定詞

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１．それを聞いてとても残念だ。（残念な：sorry）

I am very（ ）（ ）（ ）that.

２．彼女は孫に会うことができてとても喜んだ。

She（ ）very（ ）（ ）
（ ）her grandchild.

３．ユミはその写真を見て驚いた。（驚いた：surprised）

Yumi（ ）（ ）（ ）
（ ）the picture.

過去形

proud [形] 誇らしい

sorry [形] 残念な

surprised [形] 驚いた

grandchild [名] 孫

☆補足☆

surprise
[名]驚き
[動]～を驚かせる
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （６）副詞的用法 Why～?への答え

ポイントと例文

to + 動詞 で 「～するために」

基本問題

Why do you get up early?
なぜあなたは早く起きるの。

To take a dog for a walk.

犬を散歩に連れて行くためだよ。

Point!

・ to + 動詞「～するために」は

「なぜ？」という疑問文への答えになる。

I get up early to take a dog for a walk.
私は早く起きる。犬を散歩に連れて行くために。

目的

あなたはなぜ、早く起きるんですか。

Why do you get up early?

(I get up early) To take a dog for a walk.
犬を散歩に連れて行くためです。

主語や動詞を省略して「～するために」
とだけ答えることもあるんだね。

それぞれの疑問文にふさわしい答えをア～ウから選ぼう。

１．Why did you go Hokkaido? こたえ

２．Why did you buy a stamp? こたえ

３．Why do you go to bed early? こたえ

（選択肢）

ア)  To write a letter to my friend.
イ) To get up early.
ウ） To ski.

17
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （６）副詞的用法 Why～?への答え

応用問題

単語とフレーズ

Memo

疑問文に対する答えの英文を完成させよう。

Why do you study English? 

１．海外で勉強するためです。（海外で：abroad）

（ ）（ ）（ ）.

２．外国人の友達を作るためです。（外国の：foreign）

（ ）（ ）（ ） friends.

３．翻訳家になるためです。（翻訳家：translator）

（ ）（ ）（ ）（ ）.

take A for a walk Aを散歩に連れて行く

stamp [名] 切手

ski [動] スキーをする

abroad [副] 海外で

foreign [形] 外国の

translator [名] 翻訳家

18
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （７）形容詞的用法

ポイントと例文

to + 動詞 で 「～するための」

～するための何か

Point!

・ to + 動詞「～するための」で

前に出てきた単語を修飾する表現。

I have a lot of things to do.

私はすることがいっぱいある。

I get up early to take a dog for a walk.

後ろから修飾

I have a lot of things to do.

後ろから修飾

「～のために」
副詞的用法

「～のための」
形容詞的用法

修飾語があとに来る点は日本語とは逆だね。

I want something to drink.
私は飲むための何かがほしい。
⇒私はなにか飲みたい。

＝ I want to drink something.

Is there anything to eat?
食べるための何かはありますか。
⇒ 何か食べるものはありますか。

～するための何か、という表現はよく使われるよ。

19
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （７）形容詞的用法

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。

１．これがそのドアを開ける鍵です。

This is the
( door , key , the,  open , to )

２．何か読むものはありませんか。

Is there
( read , anything , to )

?

.

英文を完成させよう。
１．鎌倉には訪れるべき場所が多くあります。（訪れる：visit）

（ ）（ ）many places（ ）
（ ） in Kamakura.

２．何か書くものを下さい。 書くものと、書かれるものの違い

（ ）me（ ）（ ）
（ ）with.

３．彼らは着るものを何も持っていない。 don't を使わずに

They have（ ）（ ）（ ）.
.

visit [動] 訪れる

wear [動] 着る
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （８）各用法のまとめ

ポイントと例文

不定詞ってなに？

to study English

I want to make something to eat.
何か食べるものを作りたい。

Point!

・ to + 動詞で表現できる「～すること」「～するために」

「～するための」の違い。

１．to + 動詞の原形であらわされる。

２．３つの使い方がある。
① 名詞的な使い方 （～すること）
② 副詞的な使い方 （～するために）
③ 形容詞的な使い方 （～するための）

不定詞を使うことで、動詞の動作を他の品詞のように
使うことができるよ。

１． I want to study English.
私は英語を勉強することを望む。

⇒ 私は英語を勉強したい。

２． I bought a dictionary to study English.
私は英語を勉強するために辞書を買った。

３． It is time to study English.
英語を勉強するための時間です
I want to make something to eat.
私は食べるための何かを作ることを望む。

名詞的用法

副詞的用法

形容詞的用法

目的語や修飾語の中で動詞を使いたいときに
to+動詞の形を使うんだね。

21
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Memo

Lesson12 不定詞Ⅰ （８）各用法のまとめ

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
必要な場合、動詞は変化させること。

１．明日香は友達とおしゃべりするのが好きだ。

( to , like , with , talk )
Asuka（ ）（ ）（ ）
（ ）her friends.

２．翔太はここに野球をしに来た。

( play , come , to ,  here )
Shota（ ）（ ）（ ）
（ ）baseball.

英文を完成させよう。

１．君と話すことは何もない。

I have（ ）（ ）（ ）
（ ）you.

２．空港に行く別の方法(way)はありますか。

（ ）（ ）another（ ）
（ ）（ ）to the airport?

３．車の運転には免許証(license)が必要だ。

You（ ）a license（ ）（ ）
a car.

運転するために

君と話すべきことを私は何も持っていない。

another [形] 他の

way [名] 方法

airport [名] 空港

license [名] 免許証

※動画では基本問題２の選択
単語にtoが2つ入っていますが、
最後のtoは不要です。本書で
は削除しています。
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Memo

ポイントと例文

how どうやって

how は疑問文以外でも使える

Point!

・ 「how+to+動詞」で「～する方法」 という表現。

I know how to buy a ticket.

私はきっぷの買い方を知っている。

Lesson13 不定詞Ⅱ （１）疑問詞＋ｔｏ～ ・ ｈｏｗ ｔｏ～

疑問文の頭において、何を尋ねるのかをあらわすのが
疑問詞の役割だったね。

How do you buy a ticket?
あなたはどうやってきっぷを買いますか。

Where do you buy a ticket?
あなたはどこできっぷを買いますか。

When do you buy a ticket?
あなたはいつきっぷを買いますか。

How: どうやって（手段、方法）
例） 私はどうやってきっぷを買うか知っている。

私は 知っている どうやってきっぷを買うか

私は 知っている 方法 きっぷを買うための

I know how to buy a ticket.

後ろから説明
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Memo

how to を使って英文を完成させよう。
１. 君はコンピュータの使い方を学ばなければならない。

You have to （ ）（ ）（ ）
（ ）a computer.
２．その単語のつづりがわかりません。（つづる：spell）

I （ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）the word.
３．彼は絵の描き方をパリで学んだ。(描く：draw)

He learned （ ）（ ）（ ）a 
picture in Paris.
４．空港への行き方はわかりますか。 get（着く）を使う

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）to the airport?

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson13 不定詞Ⅱ （１）疑問詞＋ｔｏ～ ・ ｈｏｗ ｔｏ～

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。

１．彼はギターの弾き方を知っている。 ( guitar , play , the , to , how )
He knows

２．そのスープの作り方を知っていますか。( how , soup , cook , to , the )
Do you know

３．マリコは手紙の書き方を学んでいます。 ( letter , a , how , write , to )
Mariko is learning

?

.

.

soup [名] スープ

draw [動] 描く

get [動] 着く
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （２）疑問詞＋ｔｏ＋動詞の原形

ポイントと例文

how to 動詞 で「～する方法」

他の疑問詞でも・・・

Point!

・ 「疑問詞 + to + 動詞」で

「～するためには～」という表現。

I know where to buy a ticket.

私はきっぷをどこで買うか知っている。

How: どうやって（手段、方法）

例） 私はどうやってきっぷを買うか知っている。

私は 知っている どうやってきっぷを買うか

私は 知っている 方法 きっぷを買うための

I know how to buy a ticket.

後ろから説明

How do you buy a ticket?
あなたはどうやってきっぷを買いますか。

Where do you buy a ticket?
あなたはどこできっぷを買いますか。

When do you buy a ticket?
あなたはいつきっぷを買いますか。

「how to 動詞」 も疑問詞を変えて使えるんじゃ・・・?

26
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （２）疑問詞＋ｔｏ＋動詞の原形

他の疑問詞でも・・・使えます

基本問題

応用問題

I know how to buy a ticket.
私はどうやってきっぷを買うか知っている。

I know where to buy a ticket.
私はどこできっぷを買うか知っている。

I know where to buy a ticket.

後ろから説明

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。

１．何をするべきかわかりません。( what , do , to , know )

I don't ．

２．どこで両替するのか知っていますか。( change, money, to, where )

Do you know ?

３．いつ始めるかは彼が決めた。 (決める：decide)

( to , when , start , decided )

He                                                                 .

「疑問詞 to 動詞」を使って英文を完成させよう。
１. その子供はおもちゃをどこにしまうべきかわかっている。（しまう：put away）

The child knows（ ）（ ）（ ）
（ ）his toys.
2. 彼女は何を着るべきかまだ考えている。

She is still（ ）（ ）（ ）
（ ）.
3. 私たちはいつ出発すべきか知りません。（出発する：leave）

We don't （ ）（ ）（ ）（ ）.
4. どちらを選ぶべきか決められない。 （選ぶ：choose）

I can't （ ）（ ）（ ）
（ ）.

進行形
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （２）疑問詞＋ｔｏ＋動詞の原形

単語とフレーズ

Memo 

change money 両替する

decide [動] 決める

put away 片付ける

leave [動] 出発する

choose [動] 選ぶ
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （３） teachなど＋人＋（疑問詞）＋ｔｏ～

ポイントと例文

疑問詞 to 動詞 （おさらい）

目的語が２つになると・・・

Point!

・ 「疑問詞+to+動詞」を２つ目的語をとる動詞で

使う形。

He told me where to buy a ticket.

彼は私にきっぷをどこで買うかを教えてくれた。

例） 私はどこできっぷを買うか知っている。

私は 知っている どこできっぷを買うか

私は 知っている どこか きっぷを買うための

I know where to buy a ticket.

後ろから説明

例） 彼はどこできっぷを買うかを私に教えてくれた。

彼は 教えた どこできっぷを買うか

He told me

私に

He gave me a present.

例）彼が私にプレゼントをくれた。

where to buy a ticket.

後ろから説明
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （３） teachなど＋人＋（疑問詞）＋ｔｏ～

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
※カッコに中には使わない単語もあります。

１．私は彼女にどこで靴を脱ぐかを教えた。

（ take , where , how , told , her , to）

I
off her shoes. 
２．そのボトルの開け方を教えてくれませんか。

( what , open , to , tell , me , how )

Can you
the bottle?

「疑問詞 to 動詞」を使って英文を完成させよう。

１．島田先生は私たちにどのように歴史を学ぶかを教えてくれた。（教える：teach）

Mr. Shimada（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）history.

２．明日香は彼女らにケーキの作り方を教えた。 (教える：show , 作る：bake)

Asuka（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）a cake.

３．美術館にはどう行けばいいか教えてください。

Will you（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）to the museum?

show [動] 教える（見せる）

bake [動] （ケーキを）焼く

museum [名] 美術館

☆補足☆
日本語では同じ「教える」で
も、英語では少しずつ意味
が違ういろんな単語を使う
よ。

☆補足☆
ケーキ、クッキー、パンなど
を作る場合は、makeを使っ
てもいいけれど、 bake（焼く）
を使うこともあるよ。
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （４） want＋A＋to ～

ポイントと例文

I want to ～

基本問題

Point!

・ 「want A to 動詞」で「Aに～してほしい」

という表現。

I want you to join the party.

私はあなたにそのパーティに参加してほしいんです。

例） 私はそのパーティーに参加したい。

⇒ I want to join the party.

例） 私はあなたにそのパーティに参加してほしい。

⇒ I want you to join the party.

you が join the party することを望む。

パーティに参加する行為をしてほしいのは、
自分じゃなくてあなたなんだね。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
使わない単語もあります。

１．彼らはユミに歌をうたうことを望んだ。 ( sing, to, wanted, Yumi, them)

They a song.

２．私は君にいっしょに来てほしい。(you, like, me, to, with, come, want)

I .
３．ユイは私が彼女に電話することを望む。 (call, me, you, her, to, wants)

Yui .
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （４） want＋A＋to ～

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。
１．彼らは翔太がキャプテンになることを望んだ。

They （ ）（ ）（ ）（ ）
their captain.
２．君は僕が家に帰ることを望んでるの。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ） home?
３．私は君に約束を守ってもらいたい。（守る：keep）

I （ ）（ ）（ ）（ ） our 
promise.
４．彼女は私が夕食を作ることを望む。

She （ ）（ ）（ ）（ ）
dinner.

be動詞を使おう

sing [動] 歌う

song [名] 歌

captain [名] キャプテン

keep [動] 守る、保つ

promise [名] 約束
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （５） ask + A + to ～

ポイントと例文

ask A to ～ という表現

基本問題

Point!

・ 「ask A to 動詞」で「Aに～するよう頼む（求める）」

という表現。

They asked me to show my passport.

彼らは私にパスポートを見せるよう求めた。

例）私は彼のアルバムをみたいと頼んだ。

⇒ I asked to see his album.

例）私は彼にアルバムを見せてほしいと頼んだ。

⇒ I asked him to show his album.

he が show することを頼む。

１つ目の文章で「see」するのは主語の I、
２つ目で「show」するのはhim なんだね。

I が see することを頼む。

元の文章を参考に、英文を完成させよう。
（元の文章）彼はテニス部に入りたいと頼んだ。

He asked to join the tennis club.

① 彼は拓也にテニス部に入ってほしいと頼んだ。

（ ）asked（ ）to join the tennis club.

② 拓也は彼にテニス部に入ってほしいと頼んだ。

（ ）asked（ ）to join the tennis club.

③ 彼は拓也と翔太にテニス部に入ってほしいと頼んだ。

（ ）asked（ ）（ ）
（ ）to join the tennis club.
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （５） ask + A + to ～

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。
１．彼は私に迎えに来るよう求めるでしょう。

He（ ）（ ）（ ）
（ ）pick him up.
２．あなたには我々のルールに従う(follow)ことを求めます。

We（ ）（ ）（ ）
（ ）our rule.
３．佐藤さんは彼女にあとで電話するよう頼んだ。

Mr. Sato（ ）（ ）（ ）
（ ）him later.
４．あなたに手伝いをお願いしてもいいですか。

Can（ ）（ ）（ ）
（ ）help me?

未来形

主語は？

follow [動] 従う

rule [名] ルール

34

Lesson13　不定詞Ⅱ



Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （６） tell + A + to ～

ポイントと例文

tell A to ～ という表現

基本問題

Point!

・ 「tell A to 動詞」で「Aに～するよう言う（指示する）」
という表現。

The teacher told me to come later.

先生は私にあとで来るように言った。

例） 先生は私にあとで来るように言った

⇒ The teacher told me to come later.
I が come するよう言う

例） 私はあなたに かさを持ってくるように言った。

⇒ I told you to bring your umbrella

この場合の「言った」というのは「～するよう指示した」
という意味あいなんだね。

カッコの単語を並べ替えて英文を完成させよう。
動詞は必要に応じて変化させること。使わない単語もあります。

１．彼は私たちに6時に来るように言った。 （ tell, me, come, to, us )
He
on six o'clock.

２．その男性は彼女にそこで待つように言った。 （ wait, to, her, on, tell )
The man there.

３．母は私に帽子をかぶるよう言った。 （ wear, give, to, me, tell )
My mother a cap.
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Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （６） tell + A + to ～

Memo

応用問題

単語とフレーズ

英文を完成させよう。
１．医者は私にタバコをやめるよう言った。（やめる：quit）

The（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）smoking.
２．君がそうしろと言った。

（ ）（ ）me（ ）
（ ）so.
３．マリコは私たちに注意深く聞くよう言った。

Mariko（ ）（ ）（ ）
（ ）carefully.
４．彼は彼の子供に火から離れるよう言った。（離れる：keep off）

He（ ）（ ）child（ ）（ ）
（ ）the fire.

だれに？

wait [動] 待つ

quit [動] やめる

smoke [動] タバコを吸う

keep off ～から離れる

carefully [形] 注意深く

36

Lesson13　不定詞Ⅱ



Memo

Lesson13 不定詞Ⅱ （７） It is ･･･ｔｏ＋動詞の原形～

ポイントと例文

It = それ

It is ～ to ～

Point!

・ It is 形容詞 + to +動詞で、

～することは～である という表現。

It is important to save money.

お金を節約することは大切です。

“Is this bag yours?” このカバン君の？

“Yes,  it is. ” はい、（それは）そうです。

直近の文章で出てきたモノを「それ」と言い換えるときに
it を使うんだったね。

It is important to save money.

お金を大切にすることは大切です。

それは大切です。それとはお金を節約することです。

it は 後に出てくる「～すること」を示す仮の主語なんだね。

☆補足☆
moneyは数えられない名詞
だからmoneysとはならない
よ。
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Lesson13 不定詞Ⅱ （７） It is ･･･ｔｏ＋動詞の原形～

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並べ替えて英文を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．友だちをつくることは難しい。 （ make, difficult, is, not, to )
It
friends.
２．そのゲームを手に入れるのは簡単だ。 （ have, get, to, is, it, easy )

the game.
３．朝食をとるのは大切なことです。 ( important, have, to, be, is, it )

breakfast.

英文を完成させよう。
１．魚を調理することはそんなに簡単ではない。

It（ ）so（ ）（ ）
（ ）fish.
２．この川で泳ぐのはとても危険だ。（危険な：dangerous）

（ ）is very（ ）（ ）
（ ） in this river.
３．他人を尊重するのは大切なことです。（尊重する：respect）

It（ ）（ ）（ ）
（ ）others.
４．いい仕事を得るのは困難になるだろう。

It（ ）（ ）hard（ ）
（ ）a good job.

否定文

未来形、変化に注意

difficult [形] 難しい

easy [形] 簡単な

important [形] 大切な、重要な

dangerous [形] 危険な

respect [動] 尊重する、敬意を持つ

other [名] 他（の人）

hard [形] 困難な
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Lesson13 不定詞Ⅱ （８） It is ～ for 人 ｔｏ 動詞

ポイントと例文

It is ～ for 人 to ～

基本問題

Point!

・ It is 形容詞 for A to 動詞で、

～することはAにとっては～である。

It is easy for me to make friends.

私にとっては友だちをつくるのは簡単です。

It is difficult to make friends.
（一般的にいって）友だちをつくるのは難しい。

It is easy for me to make friends.
私にとって、友だちをつくるのは簡単だ。

一般的にではなく、～にとっては～だ、
と表現する場合に使うんだね。

カッコの単語を並べ替えて英文を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．魚を調理することは、彼にとっては簡単だ。

( cook, his, him, is, for, easy, to )

It fish.
２．毎日その部屋を掃除することが彼女にとっては重要だ。

（ clean, important, for, hard, to, is, her )

It
the room every day.
３．3分間待つということは、翔太にとって困難なことだ。

( hard, Shota, to, wait, is, it, for, by )

for three minutes.
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Lesson13 不定詞Ⅱ （８） It is ～ for 人 ｔｏ 動詞

Memo

応用問題

単語とフレーズ

英文を完成させよう。
１. 知らない人（stranger）に話かけることは、彼にとっては簡単だ。

It（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）to strangers
2. 我々にとってその知らせを聞くことは辛いことだった。

It（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）the news.
3. 君が同じことをするのは簡単ではない。

It（ ）（ ）easy（ ）（ ）
（ ）（ ）the same thing.
4. 彼は医者に診てもらう必要がある。（必要な：necessary )

It（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）see a doctor.

過去形

「あなたにとって」

talk to ～に話しかける

stranger [名] 知らない人

necessary [形] 必要な

see a doctor 医者に診てもらう
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Lesson13 不定詞Ⅱ （９） ｔｏｏ～ｔｏ･･･

ポイントと例文

too ～ to ～

基本問題

Point!

・ too 形容詞 to 動詞で、「～なので～できない」
という否定の表現。

He is too shy to talk to girls.

彼はとても内気なので女の子に話しかけられない。

He is too shy to talk to girls.
彼はとても内気なので女の子に話しかけられない。

He watches every dramas to talk to girls.
彼は女の子に話しかけるために全てのドラマを観ている。

⇒ 彼は女の子に話しかけるためには内気すぎる。

「too」～すぎる

「・・・するには～すぎる。」、
言い換えると「～すぎて・・・できない。」とも言えるんだね。

カッコの単語を並べ替えて英文を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

1. そのカバンは重たすぎて持ち運べない。 ( heavy, too, for, is, to )

The bag carry.

2. 彼らは結婚するには若すぎる。（ to, is, too, are, young ）

They marry.

3. 明日香は怖くて逃げることができなかった。（怖い：afraid）

( afraid, not, was, to, too )

Asuka run away.

※動画では基本問題1の選択
単語にもcarryが入っています
が不要ですので、本書では削
除しています。
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Lesson13 不定詞Ⅱ （９） ｔｏｏ～ｔｏ･･･

単語とフレーズ

応用問題

too ～ to ～ のいいかえ

英文を完成させよう。

１．その本は難しすぎて理解できない。

The book（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.
２．歩いて行くには遠すぎる。

（ ）is（ ）（ ）（ ）walk.
３．彼女は忙しすぎて子供の面倒が見れない。

She（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）care of her child.
４．あきらめるのはまだ早い。

（ ）is（ ）（ ）（ ）
（ ）up.

形式的な主語を使う

形式的な主語を使う

He is too shy to talk to girls.

彼はとても内気なので女の子に話しかけられない。

He is so shy that he can't talk to girls.

同じ意味の別の表現

so 形容詞 that ～ ： ～なほど・・・だ

この言い換えや、同じ意味を持つ文章を選ぶのは
テストでよく出るよ。

shy [形] 内気な

afraid [形] 怖い

far [形] 遠い

busy [形] 忙しい

take care of ～の世話をする、面倒を見る

give up あきらめる
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Lesson13 不定詞Ⅱ （１０） ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ～

ポイントと例文

enough to ～

基本問題

Point!

・ 形容詞＋ enough to ＋動詞で、
「～するのに十分なほど～である」という表現。

He is old enough to work.

彼は働いてもいい年齢だ。

He is old enough to work.

It is warm enough to go on a picnic.

ピクニックに行くのにじゅうぶんなほど温かい
⇒ 温かいから十分ピクニックに行ける。

彼は働くためにじゅうぶんなほど年をとっている。
⇒ 彼は働いてもいい年齢だ

「enough」：十分な

彼は働くには年を取りすぎている。
⇒ 年老いているので働けない。

He is too old to work.

カッコの単語を並べ替えて英文を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．その機械はじゅうぶん持ち運びできるほど小さい。

( enough, carry, too, is, to, small )

The machine .

２．駅はここからじゅうぶん歩けるほど近い。（to, is, enough, close, walk, for)

The station
from here.

３．この部屋は住むには十分な広さだ。 ( big, is, to, too, enough, live )

This room .
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Lesson13 不定詞Ⅱ （１０） ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ～

単語とフレーズ

応用問題

enough to ～のいいかえ

英文を完成させよう。
１．その島は歩いて一周できるほど小さい。

The island（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）around.
２．この石はじゅうぶん水に浮くほど軽い。

This stone（ ）（ ）（ ）
（ ）float on the water.
３．彼の給料は家が１軒買えるほど高い。

His salary（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）a house.
４．あなたの演説はシンプルで、じゅうぶん理解できる。

Your speech（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）.

He is old enough to work.

彼は十分働ける年齢だ。

He is so old that he can work

同じ意味の別の表現

so 形容詞 that ～ ： ～なほど・・・だ

この言い換えや、同じ意味を持つ文章を選ぶのは
テストでよく出るよ。

picnic [名] ピクニック

close [形] 近い

light [形] 軽い

float [動] 浮く

salary [名] 給料

speech [名] 演説

simple [形] 単純な
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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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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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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson14 受動態 （１）受動態の文

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

①この犬は彼によって洗われます。

This dog is ( washing ,  wash ,  washed  ) by him.

②日本では日本語が話されています。

Japanese ( is spoken , is speaking , is spoke ) in Japan.

③これらの本は世界中で愛されています。

These books ( is , are , be )loved all over the world.

①英文を作ってみよう。

私の部屋は私の母によって掃除されます。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).
②次の文を受動態に書き換えてみよう。

Tom loves her.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
③次の文を能動態に書き換えてみよう。

This museum is closed at seven. (theyを使って。museum：博物館・美術館）

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).

room ［名］部屋

clean ［動］～を掃除する（過去分詞cleaned）

use ［動］使う（過去分詞used）

house ［名］家

tomorrow ［副］明日（は）

yesterday ［副］昨日（は）

all over the world 世界中で

love ［動］愛する（過去分詞loved）

museum ［名］博物館、美術館

close ［動］閉まる、閉める（過去分詞closed）
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Lesson14 受動態 （２）過去分詞

ポイントと例文

不規則動詞①

Point!
過去分詞には、規則動詞と不規則動詞がある。

１．規則動詞 → 過去形と同じ。

２．不規則動詞 → 一語一語異なる。

次ページからの表を見て、

原形－過去形－過去分詞 をセットにして覚えよう。

原形 過去分詞
普通の動詞
語尾に-ed wash washed

eで終わる動詞
語尾に-d

use used

子音＋yで終わる動詞
yをiに変えて-ed

study studied

短母音＋子音で終わる動詞
子音を重ねて-ed

stop stopped

規則動詞

１．原形－過去形－過去分詞がすべて違う動詞 <ABC型>
（＊のついている単語から先に覚えよう。）

原形（現在形） 過去形 過去分詞

be動詞 (am, is) ＊ was been
be動詞 (are) ＊ were been
do （する） ＊ did done
begin （始める） began begun
break （壊す） broke broken
draw （描く） drew drawn
drink （飲む） ＊ drank drunk
drive （運転する） drove driven
eat （食べる） ＊ ate eaten
fall （落ちる） fell fallen
fly （飛ぶ） flew flown
forget （忘れる） forgot forgotten
get （得る） ＊ got gotten / got
give （与える） ＊ gave given
go （行く） ＊ went gone
grow （成長する） grew grown
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原形（現在形） 過去形 過去分詞

hide （隠す） hid hidden
know （知っている）＊ knew known
lie （横たわる） lay lain
ride （乗る） rode ridden
rise （上がる） rose risen
see （見る）＊ saw seen
shake （振る） shook shaken
show （示す） showed shown / showed
sing （歌う） sang sung
speak （話す）＊ spoke spoken
steal （盗む） stole stolen
swim （泳ぐ）＊ swam swum
take （取る）＊ took taken
tear （裂く） tore torn
throw （投げる） threw thrown
wear （着る） wore worn
write （書く）＊ wrote written

１．原形－過去形－過去分詞がすべて違う動詞 <ABC型>
（＊のついている単語から先に覚えよう。）

不規則動詞②

Lesson14 受動態 （２）過去分詞

Memo
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Lesson14 受動態 （２）過去分詞

不規則動詞③

２．原形－過去形－過去分詞がすべて同じ動詞 <AAA型> 
（＊のついている単語から先に覚えよう。）

原形（現在形） 過去形 過去分詞

cost （負担させる） cost cost
cut （切る）＊ cut cut
hit （叩く） hit hit
hurt （～を傷つける） hurt hurt
let （～させる）＊ let let
put （置く）＊ put put
quit （やめる） quit quit
read （読む）＊ read read
set （置く） set set
shut （閉じる） shut shut

原形（現在形） 過去形 過去分詞

become （なる）＊ became become
come （来る）＊ came come
run （走る）＊ ran run

３．原形と過去分詞が同じ動詞 <ABA型>
（＊のついている単語から先に覚えよう。）

Memo
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Lesson14 受動態 （２）過去分詞

不規則動詞④

Memo

原形（現在形） 過去形 過去分詞

bring （持ってくる） brought brought
build （建てる）＊ built built
buy （買う）＊ bought bought
catch （捕まえる） caught caught
feel （感じる） felt felt
find （見つける） found found
have/ has （持っている）＊ had had
hear （聞く）＊ heard heard
hold （持つ） held held
keep （保つ） kept kept
lay （横たえる） laid laid
lead （導く） led led
leave （去る）＊ left left
lend （貸す） lent lent
lose （失う） lost lost
make （作る）＊ made made

４．過去形と過去分詞が同じ動詞 <ABB型> 
（＊のついている単語から先に覚えよう。）
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Lesson14 受動態 （２）過去分詞

不規則動詞⑤

Memo

原形（現在形） 過去形 過去分詞

meet （会う）＊ met met
pay （払う）＊ paid paid
say （言う）＊ said said
sell （売る）＊ sold sold
send （送る）＊ sent sent
shoot （撃つ） shot shot
shine （輝く） shone shone
sit （座る） sat sat
sleep （眠る）＊ slept slept
spend （費やす） spent spent
stand （立つ） stood stood
teach （教える） taught taught
tell （話す）＊ told told
think （考える）＊ thought thought
understand （理解する）＊ understood understood
win （勝つ） won won

４．過去形と過去分詞が同じ動詞 <ABB型> 
（＊のついている単語から先に覚えよう。）
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Lesson14 受動態 （２）過去分詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

次の動詞の過去形と過去分詞形を空欄に書こう。

①give

過去形（ ） ・過去分詞形（ ）

②go

過去形（ ） ・過去分詞形（ ）

③have / has

過去形（ ） ・過去分詞形（ ）

④come

過去形（ ） ・過去分詞形（ ）

⑤put

過去形（ ） ・過去分詞形（ ）

英文を作ってみよう。

１．イギリスでは英語が話されています。

( ) ( ) ( )
( ) ( ).
２．あれらの本はその書店で売られています。 （書店：book store）

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ).
３．この木は彼によって切られます。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ).

book store ［名］書店

＊動詞の活用表内の単語も覚えよう。
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疑問詞のついた疑問文は、疑問詞を文頭に置く。

①疑問詞＋be動詞＋主語＋過去分詞～?

↑受動態の疑問文の語順

When is this room used by him?

この部屋はいつ彼に使われますか。

②主語が疑問詞又は疑問詞＋名詞の場合

主語（疑問詞又は疑問詞＋名詞）＋be動詞＋過去分詞～?

↑受動態の肯定文の語順

What room is used by him?

どの部屋が彼に使われていますか。

Lesson14 受動態 （３）受動態の疑問文とその答え方

ポイントと例文

受動態の疑問文の作り方

疑問詞のついた受動態の疑問文の作り方

Point!
① 受動態の疑問文「～されますか。」は

be動詞+主語+過去分詞～?で表される。

② be動詞は、主語や時制によって使い分ける。

③ 答え方は、他のbe動詞の文と同じように、be動詞を使って答える。

Is this dog washed every week?

この犬は毎週洗われますか。

Yes, it is. はい、洗われます。

No, it is not (isn't). いいえ、洗われません。

例：この部屋は毎日使われていますか。

（肯定文） This room is used every day.

（疑問文） Is this room used every day?

この部屋は毎日使われていますか。

（答え方）

Yes, it is. はい、使われています。

No, it isn't (is not). いいえ、使われていません。
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Lesson14 受動態 （３）受動態の疑問文とその答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．あれらの歌はあなたの国で愛されていますか。

( Is , Are , Was ) those songs loved in your country?

２． １に対して、「いいえ」で答えてみよう。

No, they ( isn't ,  aren't ,  wasn't ).

３．カナダでは何の言葉が話されていますか。（カナダ：Canada）

What language ( are spoken , is spoke , is spoken ) in 
Canada?

英文を作ってみよう。

１．この手紙は英語で書かれていますか。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )?
２．これらの車は日本で作られていますか（日本製ですか）。

はい、そうです。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )?
( ), ( ) ( ).
３．あれらの窓はいつ開けられていますか。

( ) ( ) ( ) ( )
( )?

every week 毎週

every day 毎日

song ［名］歌

love ［動］愛する （過去分詞loved）

country ［名］国、田舎

language ［名］言葉、言語

Canada ［国］カナダ

letter ［名］手紙、文字

write ［動］書く (過去分詞written）

window ［名］窓

open ［動］開く (過去分詞opened）
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Lesson14 受動態 （４）受動態の否定文

ポイントと例文

受動態の否定文の作り方

基本問題

Point!

① 受動態の否定文「～されていません。」は

主語＋be動詞＋not＋過去分詞 で表される。

② be動詞は、主語や時制によって使い分ける。

③ be動詞＋notは短縮形にもなる。

This room is not (isn't) used every day.

この部屋は毎日使われていません。

例：日本ではフランス語は話されていません。

（肯定文） French is spoken in Japan.

（否定文） French is not (isn't) spoken in Japan.

助動詞を使う受動態

助動詞の後にnotを入れる。

→～助動詞＋not＋be＋過去分詞

This room must not be used.

この部屋を使ってはいけません。

（直訳の「使われてはいけない」は不自然な日本語なので。）

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．この車は毎週洗われていません。

This car ( is washing , is not washed , is washed )
every week.

２．中国語は私たちの学校では教えられていません。

Chinese ( is , isn't , aren't ) taught in our school.

３．これらの車は日本製ではありません。

These cars ( aren't , isn't , are ) made in Japan.
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Lesson14 受動態 （４）受動態の否定文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を作ってみよう。

１．このクラスでは日本語は使われていません。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ).

２．あれらの本は日本では売られていません。

( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ).

３．これらの犬は明日は洗われないでしょう。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).

French ［名］フランス語

speak ［動］話す (過去分詞spoken）

must ［助］～しなければならない

Chinese ［名］中国語

sell ［動］売る (過去分詞sold）
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Lesson14 受動態 （５）受動態の過去の文

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

（過去の肯定文）This room was used yesterday.

この部屋は昨日使われました。

（過去の否定文）This room wasn't used yesterday.

この部屋は昨日使われませんでした。

Point!

① 受動態の過去の肯定文「～されました。」は、

was / were ＋過去分詞 で表す。

② 受動態の過去の否定文「～されませんでした。」は、

was / were＋not＋過去分詞（短縮形も可）で表される。

（過去の疑問文） Was this room used yesterday?

この部屋は昨日使われましたか。

（その答え方） Yes, it was. / No, it wasn't.

Point!

① 受動態の過去の疑問文「～されましたか。」は

Was / Were＋主語＋過去分詞～？

で表される。

② 答え方は他のbe動詞の過去の文と同様に、

was, were を使って答える。

③ 疑問詞のついた疑問文の作り方は、疑問詞を文頭に置く。

（疑問詞疑問文） When was this room used?
いつこの部屋は使われましたか。

What room was used yesterday?

昨日はどの部屋が使われましたか。

＊否定文はLesson14(4)参照

＊疑問詞疑問文は
Lesson14(3）参照

＊疑問文はLesson14(3)参照
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Lesson14 受動態 （５）受動態の過去の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．これらのビルは去年建てられましたか。 （ビル：building）

( Was , Were , Are ) these buildings built last year?

２．ローマは一日にして成らず。（ことわざ） （ローマ：Rome）

Rome( wasn't built ,  isn't built ,  wasn't building ) in a 
day.

３．何のケーキが昨日作られましたか。

What cake ( is , was , did ) made yesterday?

英文を作ってみよう。

１．あれらの車はアメリカで作られましたか。（アメリカ製ですか。）

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )?

２．私の鉛筆は見つかりませんでした。

( ) ( ) ( ) ( ).

３．その手紙はいつあなたに送られましたか。（送る：原形：send）

( ) ( ) ( ) ( )
( ) to ( )?

building ［名］建物、ビル

build ［動］建てる （過去分詞built)

Rome ［地名］ローマ

in a day 一日で、一日に

find ［動］見つける （過去分詞found)

letter ［名］手紙、文字

send ［動］送る （過去分詞sent)
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Lesson14 受動態 （６）いろいろな受動態①

ポイントと例文 ３

ポイントと例文 １

Point!
連語の受動態

laugh at～（～を笑う）やtake care of～（～の世話をする）など
連語の受動態は、be動詞＋過去分詞＋前置詞 で表す。

連語を1つのかたまりととらえて前置詞を残すことに注意する。

（能動態） They laugh at me.
彼らは私のことを笑います。

（受動態） I am laughed at by them.
私は彼らに笑われます。

ポイントと例文 ２
by以外の前置詞を用いる受動態①

決まった言い方なので、連語と同じように覚えよう。

・be surprised at ～（～に驚く）

I was surprised at the news.
私はそのニュースに驚きました。

・be covered with ～（～におおわれている）

The park is covered with snow.
その公園は雪におおわれています。

・be interested in ～（～に興味がある）

I am interested in Chinese.
私は中国語に興味があります。

by以外の前置詞を用いる受動態②
決まった言い方なので、連語と同じように覚えよう。

・ be known to ～ （ ～に知られている）

The painter is known to everyone.
その画家はみんなに知られています。

・be made of～（～(材料)でできている：何から作られたか見て分かる場合）

The chair is made of wood.
そのいすは木でできています。

・be made from～（～(原料)でできている：何から作られたか見ても分からない

場合）

Butter is made from milk.
バターはミルクからできている。
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Lesson14 受動態 （６）いろいろな受動態①

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．その赤ちゃんはナンシーに世話をされました。

The baby was( taken , known , surprise )care of by Nancy.

２．彼女の名前はみんなに知られています。

Her name is known( by , it , to )everyone.

３．この湖は氷でおおわれています。

This lake is (covered by ,  covered with ,  cover with ) ice.

英文を作ってみよう。

１．彼らはそのニュースに驚きました。（ニュース：news）

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ）.
２．ケンは科学に興味を持っていますか。（科学：science）

( ) ( ) ( ) ( )
( )?
３．ワインはオレンジからできているのではありません。（ワイン：wine)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ).

laugh at～ ～を笑う
take care of～ ～の世話をする
be surprised at ～ ～に驚く
be covered with ～ ～におおわれている
be interested in ～ ～に興味がある
be known to～ ～に知られている
be made of～ ～でできている （材料）
be made from～ ～でできている （原料）
snow ［名］雪
baby ［名］赤ちゃん
lake ［名］湖
ice ［名］氷
news ［名］ニュース
science ［名］科学
wine ［名］ワイン

orange ［名］オレンジ
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Lesson14 受動態 （７）いろいろな受動態②

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

SVOOの文の受動態の作り方

目的語①人・目的語②ものをそれぞれ主語にして、

二つの受動態の文を作ることができる。

（能動態） I gave her the book.
私は 彼女に(①) 本を(②) あげました。

（①を主語にした受動態）

She was given the book by me.
彼女は私に本をもらいました。

（②を主語にした受動態）

The book was given her by me.
その本は私が彼女にあげました。

（←私によって彼女に与えられた。）

人の目的語の前にto(for)をつけることもある。

The book was given (to) her by me.

SVOCの文の受動態の作り方

call～、make～、などの文の受動態では、

補語（ここではBeth）は動詞の後ろに置く。

（能動態） We call her Beth.

私達は彼女をベスと呼びます。

（受動態） She is called Beth (by us).

彼女はベスと呼ばれています。

（能動態） American people made him the President.

アメリカ国民が彼を大統領にしました。

（受動態） He was made the President (by American

people).

彼は（アメリカ国民によって）大統領にされました。

63

イークルース　中学英文法Ⅲ



Memo

Lesson14 受動態 （７）いろいろな受動態②

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．Jane told us the story. をweを主語にした受動態の文に。

We( are told , were told , were telling )the story by Jane.

２．Mr. Brown told us the story. をthe storyを主語にした受動態の文に。

The story( was told , was telling , is told )to us by Mr. Brown.

３．彼はジムと呼ばれていました。

He ( was Jim , called Jim , was called Jim ). 

英文を作ってみよう。

１．Mr. Smith gave me the bag. を the bag を主語にした受動態の文に。

( ) ( ) ( ) ( ) to 
( ) ( ) ( ) ( ).

２．Mr. Smith  gave  me  the  bag. を I を主語にした受動態の文に。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ).

３．We call her  Kate. を受動態に。

( ) ( ) ( ) ( ).

give ［動］あげる、与える （過去分詞given)

call ［動］呼ぶ、電話する （過去分詞called)

story ［名］物語、話

tell ［動］話す （過去分詞told）
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Lesson15 分詞・動名詞 （１）現在分詞 –ing 「～している･･･」

ポイントと例文

現在分詞(動詞のing形)のはたらき

《動詞のing形+語句》のはたらき

Point!
・動詞のing形(＝現在分詞)には「～している」という意味が

ある。

・現在分詞は、名詞を修飾する（＝「説明する」という意味）

働きがある。

・現在分詞は、他の語句をともなって、 後ろから

直前の名詞を修飾する。

The boy running in the park is Tom.

公園で走っている男の子はトムです。

現在分詞の訳し方 「～している」

例）
reading→読んでいる / eating→食べている

talking →話している / swimming →泳いでいる

現在分詞はbigやoldなどの単語と同じように、
名詞を修飾（説明）する！

a  big hat （大きな 帽子）例） a running boy

（走っている 男の子）

I know the running boy.  （私は走っている男の子を知っている。）

例）「走っている 男の子」 a running boy

「公園で走っている 男の子」 the boy a running in the park. 

例） The boy running in the park is Tom.

（公園で走っている 男の子 は トムです。）

《動詞のing形+語句》はひとかたまりで、後ろから直前の名詞
を修飾（説明）することができる。

《動詞のing形+語句》はひとかたまりで、文の主語になる。
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Lesson15 分詞・動名詞 （１）現在分詞 –ing 「～している･･･」

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

( )の中の単語をならびかえて、英文を完成させよう。
( ただし、先頭の単語の最初の文字は大文字にかえてください。 )

１．その木に登っている男の子はジムです。 ( tree , the , climbing ) 

The boy is Jim.

２．新聞を読んでいる男の人はスミス氏です。 ( a , reading , newspaper )

The man is Mr. Smith.

３．テレビを見ている男の子は私の弟です。 ( TV , boy , watching , the ) 

is my brother.

下線部に注意して、英文をつくろう。

１．ドアのそばで立っている女の子はマリーです。

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）（ ）.

２． トムと話している女の人はだれですか。

（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）?

３． あなたは公園を走っている少年をしっていますか。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）（ ）?

climb [動] 登る

talk with ～と話す

stand [動] 立つ
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Lesson15 分詞・動名詞 （２）過去分詞 –ed 「～された･･･」

ポイントと例文

過去分詞のはたらき

過去分詞の位置

Point!
・動詞の過去分詞には「～された」という意味がある。
・過去分詞は、名詞を修飾する（＝「説明する」という意味）

働きがある。

①過去分詞１語だけで名詞を修飾→名詞のすぐ前に置く。

②過去分詞の後ろに他の語句がついて２語以上の場合

→名詞のすぐ後ろに《過去分詞+語句》に置く。

This is the window broken by Tom.
これはトムによってこわされた（こわれた）窓です。

過去分詞の訳し方 「～された（されている）」

例）
called→呼ばれている / read→読まれている

made→つくられた / written→書かれた

過去分詞は現在分詞と同じように、名詞を修飾（説明）する！

現在分詞 a running boy例） a written letter

（書かれた 手紙）

例）This is the broken window. 

「 これは こわされた（こわれた） 窓 です。 」

例） This is the window broken  by Tom. 

（ 「 これは トムによって こわされた 窓 です。 ）

過去分詞１語だけで名詞を修飾する場合
→ 名詞のすぐ前に過去分詞を置く！

過去分詞の後ろに語句がついて、２語以上で名詞を修飾する場合
→ 名詞のすぐ後ろに《過去分詞+語句》を置く!

※動画では例文がKenになって
いますが、正しくはTomです。

過去分詞+語句
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Lesson15 分詞・動名詞 （２）過去分詞 –ed 「～された･･･」

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

( )の中の単語をならびかえて、英文を完成させよう。
( ただし、先頭の単語の最初の文字は大文字にかえてください。 )

１．フランスで話されている言葉はフランス語です。( in , spoken ) 

The language France is French.

２．日本製の（日本でつくられた）バイクがここでは人気です。( Japan , in , made )

Bikes is popular here.
３．彼女は私達にハワイで撮られた写真を見せてくれた。( a picture, in Hawaii, taken) 

She showed us

.

( )の中の単語をならびかえて、英文を完成させよう。
( ただし、先頭の単語の最初の文字は大文字にかえてください。)
１．これは７００年前に建てられた古い寺ですか。

( built , an , 700 years , temple , ago , old ) 
Is this

?

２．英語は世界中で話されている言語です。( a, spoken, is, language, English )

all over the world .

３．シンプソン家の人々は、川で捕れた数匹のさかなを食べた。
( some , ate , caught , in , fish , the river ) 
Simpsons

.

made in Japan 日本製

all over the world 世界中、世界中で

よ
く
使
わ
れ
る
動
詞
の
過
去
分
詞

break ( ～をこわす ) →  broken
find( ～を見つける ) →  found
send ( ～を送る ) →  sent
speak ( 話す ) →  spoken
write ( ～を書く ) →  written
build ( ～を建てる ) →  built
make ( ～を作る ) →  made
take ( ～を取る ) →  taken
catch ( ～を捕まえる ) →  caught
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Lesson15 分詞・動名詞 （３）分詞の位置

ポイントと例文

分詞の位置

Point!

・ 名詞+《動詞のing形（過去分詞）+語句》 は、

文の主語（「～は」）にも、目的語（「～を」）にもなる！

①The boy running in the park is Tom.

公園で走っている男の子はトムです。

② I have a book written by him.

私は彼によって書かれた本を持っています。

分詞の位置

《名詞 + 分詞 + 語句》はひとかたまりで主語（「～は」）になる！

The boy  is Tom. 男の子は トムです。

（主語） （主語）

The boy running in the park is Tom. 

（主語）

公園で走っている男の子は トムです。

（主語）

The running boy is Tom. 走っている男の子 はトムです。

（主語） （主語）

《名詞+分詞+語句》はひとかたまりで目的語（「～を」）になる！

I have  a book. 私は 本を 持っている。

（目的語） （目的語）

I have  a book written by him . 

（目的語）

私は 彼によって書かれた本 を持っている。

（目的語）
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Lesson15 分詞・動名詞 （３）分詞の位置

( )の中の単語をならびかえて、英文を完成させよう。
( ただし、先頭の単語の最初の文字は大文字にかえてください。 )

１．英語を話している男の人は、スミス氏です。 ( English , speaking ) 

The man is Mr. Smith.

２．私は、ジムとよばれている男の子を知っている。 ( boy , a , called )

I know Jim.

３．海辺から見られる、夕日がうつくしい。（夕日：the setting sun, 海辺：the beach）

( from , seen , the beach ) 

The setting sun

is beautiful.

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

( )の中の単語を入れて、英文を完成させよう。

１．私は、ゆでたまごを食べた。

（ ）（ ）（ ）（ ）.

２．山頂から見る（見られる）、朝日（昇る太陽）は美しかった。
（山頂：top of the mountain）

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
top of the mountain was beautiful.

３．中古車を運転しているその男の人は、トムです。

（ ）（ ）（ ）a（ ）
（ ）（ ） Tom.

beach [名] 海岸

set [動] ( 太陽や月が )沈む

rise  [動] 昇る、上がる

top of the mountain 山頂
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Lesson15 分詞・動名詞 （４）動名詞・動詞の目的語になる動名詞

ポイントと例文

go＋～ing 「～しに行く」 の表現

動詞の目的語になる動名詞

Point!

① 動名詞とは動詞のing形で「～すること」の意味を表す。

② ～ ingの作り方は進行形と同じ。

③ 文中で名詞と同じ働きをし、動詞の目的語、

文の主語や補語、前置詞の目的語になる。

④ 動名詞が動詞の目的語になる場合は、

目的語の位置に動名詞を入れる。

I like reading books.
私は本を読むことが好きです。

動名詞を目的語に取る動詞には、like,  enjoy,  startなどがある。

（名詞が目的語の文） I like dogs.

（動名詞が目的語の文） I like dancing.

私はダンスをすることが好きです。

go＋～ing「～しに行く」は、娯楽やスポーツなどに使われる。

・go shopping（買い物に行く） ・go swimming（泳ぎに行く）

・go fishing（魚釣りに行く） ・go skiing（スキーに行く）

・go hiking（ハイキングに行く） など。

We will go hiking next Saturday.

私たちは今度の土曜日にハイキングに行くつもりです。
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Lesson15 分詞・動名詞 （４）動名詞・動詞の目的語になる動名詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．私は泳ぐことが好きです。

I like ( swim , swimming , am swimming ).

２．私の妹は英語を習い始めました。

My sister began ( learning , learns , learned ) English.

３．彼らはサッカーをし始めました。

They started ( play , were playing , playing ) soccer.

英文を作ってみよう。

１．彼は音楽を聴くことが好きです。

( ) ( ) ( ) ( )
( ).
２．私たちはその公園の中を走るのを楽しみます。

( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ).
３．私は昨日魚釣りに行きました。

( ) ( ) ( )
( ).

dance ［動］踊る、ダンスをする

go shopping 買い物に行く

go swimming 泳ぎに行く

go fishing 魚釣りに行く

go skiing 買い物に行く

go hiking ハイキングに行く

learn ［動］習う、学ぶ

listen ［動］聞く、聴く

music ［名］音楽

listen to music 音楽を聴く
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Lesson15 分詞・動名詞 （５）文の主語・補語になる動名詞

Point!

① 動名詞を「～することは」という意味で

文の主語にすることができる。

② 動名詞は三人称単数として扱われるため、

後ろのbe動詞はis かwasとなる。

文の主語になる動名詞

Playing baseball is fun.

野球をすることはおもしろいです。

ポイントと例文 １

基本問題

ポイントと例文 ２

Point!
① 動名詞は、be動詞の後ろで、補語になること

がある。

② 進行形と間違いやすいので注意。

進行形： I am dancing. 私は踊っています。

文の補語になる動名詞

My hobby is dancing.

私の趣味はダンスをすること（踊ること）です。

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．歌を歌うことは楽しいです。（楽しい：fun）

( Sing , Singing , Sings ) a song is fun.

２．スポーツを見ることは興奮します。（興奮する：exciting）

Watching sports ( is , are , be ) exciting.

３．彼の仕事は車を売ることです。（仕事：job）

His job is ( sell , sold , selling ) cars.
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Lesson15 分詞・動名詞 （５）文の主語・補語になる動名詞

英文を作ってみよう。

①バレーボールをすることはとても楽しいです。（a lot ofを使って。）

（バレーボール：volleyball）

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).
②野菜を食べることは健康によいです。 （野菜：複vegetables, 健康：health）

( ) ( ) ( ) 
( ) for  ( ).
③私の趣味は切手を集めることです。 （切手：stamps, 集める：原形collect）

( ) ( ) ( )
( ) ( ).

応用問題

単語とフレーズ

fun ［名］楽しみ

hobby ［名］趣味

dance ［動］踊る、ダンスをする

sing ［動］歌う

song ［名］歌

sport ［名］スポーツ、競技

exciting ［形］わくわくさせる、興奮させる

job ［名］仕事

sell ［動］売る

volleyball ［名］バレーボール

vegetable ［名］野菜

health ［名］健康

collect ［動］集める

stamp ［名］切手、判
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Lesson15 分詞・動名詞 （６）前置詞の目的語になる動名詞

ポイントと例文 １

前置詞の後の動名詞 ②

前置詞の後の動名詞 ①

Point!
①動名詞は、前置詞のすぐ後ろで、

前置詞の目的語になることがある。

She is good at cooking.

彼女は料理（をすること）が得意です。

・by ～ ing （～することで）

We won the game by practicing very hard.

私たちは一所懸命練習することで、試合に勝ちました。

・for ～ ing （～するために）

We go to the school for studying.

私たちは勉強するために学校へ行きます。

・without ～ ing （～しないで）

He went to school without eating breakfast.

彼は朝食を食べないで学校に行きました。

・before ～ ing （～する前に）

I washed my hands before eating dinner.

私は夕食を食べる前に手を洗いました。

・after ～ ing （～した後で）

I played soccer after eating lunch.

私は昼食を食べた後で、サッカーをしました。

76

Lesson15　分詞･動名詞



Memo

Lesson15 分詞・動名詞 （６）前置詞の目的語になる動名詞

前置詞で終わる連語の後の動名詞①

前置詞で終わる連語の後の動名詞②

・How about ～ ing? （～するのはどうですか。）

How about watching TV?

テレビを見るのはどうですか。（見ませんか。）

・look forward to ～ ing （～するのを楽しみにしている）

I'm looking forward to going camping.

私はキャンプに行くのを楽しみにしています。

・be used to ～ ing （～に慣れている）

He is used to cooking.

彼は料理に慣れています。

・think of ～ ing （～しようかと思う）

I'm thinking of buying the book.

私はその本を買おうかと思っています。

・be good at ～ ing （～するのが得意だ）

I am good at playing tennis.

私はテニス（をすること）が得意です。

・be interested in ～ ing （～に興味がある）

I am interested in taking pictures.

私は写真（を撮ること）に興味があります。

・be fond of ～ ing （～するのが好きだ）

He is fond of studying English.

彼は英語を勉強するのが好きです。

・Thank you for ～ ing. （～してくれてありがとう。）

Thank you for calling me.

電話してくれてありがとう。
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Lesson15 分詞・動名詞 （６）前置詞の目的語になる動名詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．彼はお母さんの手伝いをした後で図書館に行きました。

He went to the library after ( helped , helping , help ) his 
mother.

２．彼女は料理が得意です。

She is good ( to , at , for ) cooking.

３．訪ねてくれてありがとう。

Thank you ( to visiting , visited to , for visiting ) us.

英文を作ってみよう。

１．彼女は料理に興味がありますか。

( ) ( ) ( ) ( )
( )?

２．エミを訪ねるのはどうですか。

( ) ( ) ( ) Emi?

３．彼はさよならを言わずに東京に向かって出発しました。

（～へ出発する：leave for）

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) goodbye.

without ［前］なくて、持たないで

dinner ［名］夕食

lunch ［名］昼食

win ［動］勝つ

game ［名］試合、ゲーム

practice ［動］練習する、実行する

call ［動］呼ぶ、電話をする

camping ［名］キャンプすること

library ［名］図書館

leave for ～へ向かって出発する

goodbye ［名］さよならと言うこと
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Lesson15 分詞・動名詞 （７）動名詞と不定詞①

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

名詞的用法の不定詞（to＋動詞の原形）は動名詞と同じく

「～すること」という意味で、名詞と同じ働きをする。

この名詞的用法の不定詞と動名詞を書き換えることができる場合
がある。

１．動名詞が主語になる場合→不定詞で書き換えることができる。

（動名詞） Watching TV is fun.

（不定詞） To watch TV is fun.

２．動名詞が前置詞の目的語になる場合→不定詞で書き換えるこ
とはできない。前置詞の後ろは動名詞しかとれない。

（動名詞のみ） Thank you for calling me.

（×）Thank you for to call me.

（動名詞のみ） She is good at cooking.

（×）She is good at to cook.

３．動名詞が動詞の目的語になる場合①

動名詞が動詞の目的語になる場合は、動詞によって不定詞に書き
換えることができるかどうかが異なる。

（１）動名詞も不定詞も目的語に取ることができる動詞

・start（～し始める） ・like（～が好きだ） ・begin（～し始める）

・love（～が大好きである） ・continue（～し続ける） など。

（動名詞） I like playing baseball.

（不定詞） I like to play baseball.

（動名詞） I start learning English.

（不定詞） I start to learn English.
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Lesson15 分詞・動名詞 （７）動名詞と不定詞①

ポイントと例文 ３

基本問題

応用問題

３．動名詞が動詞の目的語になる場合②

（２）動名詞しか目的語に取らない動詞

・enjoy（～を楽しむ） ・finish（～を終える）

・mind（ ～を気にする） ・practice（～を練習する）

・avoid（避ける） など。

（動名詞のみ） I enjoy playing soccer.

（×）I enjoy to play soccer.

（動名詞のみ） He finished eating dinner.

（×）He finished to eat dinner.

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．私と一緒に来てくれてありがとう。

Thank you for ( coming , come , to come ) with me.

２．私はピアノを練習しました。

I practiced ( to play , playing , played ) the piano.

３．I like watching birds. を不定詞を使った文に書き換え。

I like ( to watching , to watch , watched ) birds.

英文を作ってみよう。

１．彼女は昼食後にバレーボールをしました。（バレーボール：volleyball）

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).
２．彼女は彼女の友人達と話すことを楽しみます。

( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ).

３．They began to climb the mountain. を動名詞を使った文に書き換え。

（登る：climb）

( ) ( ) ( )
( ) ( ).
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Lesson15 分詞・動名詞 （７）動名詞と不定詞①

単語とフレーズ

start ［動］始める、出発する

begin ［動］始める

love ［動］愛する、大好きである

continue ［動］続ける

enjoy ［動］楽しむ

finish ［動］終える

mind ［動］気にする

practice ［動］練習する、実行する

avoid ［動］避ける

volleyball ［名］バレーボール

climb ［動］登る

mountain ［名］山

Memo
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Lesson15 分詞・動名詞 （８）動名詞と不定詞②

ポイントと例文 １

ポイントと例文 ２

３．動名詞が動詞の目的語の場合④

（４）不定詞も動名詞も目的語に取ることができるが

意味が異なる動詞①

・stop ～ ing （～するのをやめる）

・stop  to～ （～するために立ち止まる）

He stopped to smoke.

彼はたばこを吸うために立ち止まりました。

He stopped smoking.
彼はたばこを吸うことをやめました。

・try～ing （試しに～してみる）

・try to～ （～しようとする。）

I tried climbing the mountain.

私は試しにその山に登ってみました。

I tried to climb the mountain.
私はその山に登ろうとしました。

３．動名詞が動詞の目的語の場合③

（３）不定詞しか目的語に取らない動詞

・hope（望む） ・want（欲しい） ・wish（願う）

・need（必要がある） ・decide（決める） ・plan（計画する）

・promise（約束する） ・expect（期待する） など。

（不定詞のみ） I hope to see you soon.

（×）I hope seeing you soon.

（不定詞のみ） He wants to learn Chinese.

（×）He wants learning Chinese.
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Lesson15 分詞・動名詞 （８）動名詞と不定詞②

ポイントと例文 ３
３．動名詞が動詞の目的語の場合⑤

（５）不定詞も動名詞も目的語に取ることができるが

意味が異なる動詞②

・remember ～ ing （ ～したことを覚えている）

・remember to～ （～することを覚えている）

We remember meeting him.

私たちは彼に会ったことを覚えています。

We remember to meet him.
私たちは彼に会うことを覚えています。

・forget ～ ing （ ～したことを忘れる）

・forget to ～ （～することを忘れる）

I forgot meeting him.

私は彼に会ったことを忘れていました。

I forgot to meet him.
私は彼と会うの（こと）を忘れていました。

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

１．彼はその本を買いたがっています。

He wants ( to buy , bought , buying ) the book.

２．タロウはその本を読むために立ち止まりました。

Taro stopped ( reading , to read , read ) the book.

３．私はその仕事をしたことを覚えています。

I remember ( doing , to do , done ) the work.

基本問題
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Lesson15 分詞・動名詞 （８）動名詞と不定詞②

応用問題

単語とフレーズ

英文を作ってみよう。

１．私はそのコンピューターを買う必要があります。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ).

２．彼はその質問に答えようとしました。

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ).

３．彼女はトムに電話するのを忘れました。

( ) ( ) ( )
( ) ( ).

hope ［動］望む

wish ［動］欲しい

need ［動］必要がある

decide ［動］決める

plan ［動］計画する

promise ［動］約束する

expect ［動］期待する

learn ［動］習う、学ぶ

smoke ［動］たばこを吸う、煙を出す

work ［名］仕事

computer ［名］コンピューター

answer ［動］答える、返事する

question ［名］質問
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ポイントと例文

I have studied English for three years.
過去分詞形（過去形ではない）

⇒ 私は英語を3年間勉強している。

【表し方】 have (has) + 動詞の過去分詞形

【意味】
① （過去から今に続いて）～している。（継続）
② ～したところだ、してしまった。 まだ～していない。（完了）
③ ～したことがある。（経験）

⇒ いずれも、過去を起点にした動作の現在の状態をあらわす。

現在完了形

基本問題

Point!

・ have+動詞の過去分詞形 で現在完了という表現。

I have studied English for three years.

私は英語を３年間勉強しています。

Lesson16 現在完了形 （１）現在完了とは

例にならって、以下の動詞を、「have(has) + 過去分詞」 の形に変えてみよう。

（例） I study ⇒   I  have studied

１．We live ⇒ We（ ）（ ）

２．He starts ⇒ He （ ）（ ）

３．You go ⇒ You （ ）（ ）

４．I am ⇒ I（ ）（ ）

５．She begins ⇒ She（ ）（ ）

６．Keita is ⇒ Keita（ ）（ ）
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Lesson16 現在完了形 （１）現在完了とは

応用問題

単語とフレーズ

Memo

文章の下線（※）の動詞を 「have+過去分詞」 の形にいいかえよう。

１．The train leaves.

The train（ ）（ ）.

２．She wants this clothes.

She（ ）（ ）this clothes.

３．We hold the party.

We（ ）（ ） the party.

４．My father is working at the university. （現在進行形）

My father（ ）（ ）（ ）at the 
university.

※注意：動画では問題文中「青
字」となっているところは、本書
では「下線」としています。

university [名] 大学

hold [動] 開催する

been beの過去分詞形

gone goの過去分詞形

begun beginの過去分詞形

動詞の過去形と過去分詞形を間違わないようにしよう。
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Lesson16 現在完了形 （２）現在完了形「継続」の文

ポイントと例文

現在完了形（おさらい）

過去から～している（継続）

Point!

・ have+動詞の過去分詞形で 「（過去から）～している」。

I have studied English for three years.

私は英語を３年間勉強しています。

I have studied English for three years.
過去分詞形（過去形ではない）

⇒ 私は英語を3年間勉強している。

【表し方】 have(has) + 動詞の過去分詞形

【意味】
① （過去から今に続いて）～している。（継続）
② ～したところだ、してしまった。 まだ～していない。（完了）
③ ～したことがある。（経験）

⇒ いずれも、過去を起点にした動作の現在の状態をあらわす。

I have studied English for three years. （上の図の ）

⇒ 私は英語を3年間勉強している。（現在完了）

I studied English. （上の図の▲）

⇒私は英語を勉強しました。（過去形）

I am studying English. （上の図の■）

⇒私は英語を勉強しています。（現在進行形）

I study English. （上の図の ）

⇒私は英語を勉強します。 （現在形）

過去 未来現在

▲ ■
●●
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Lesson16 現在完了形 （２）現在完了形「継続」の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中から単語を選んで文章を作成しよう。

１．私は何年もの間、金沢に住んでいる。

I  ( lived , have lived , live ) in Kanazawa for many years.

２．彼はここで20年間働いている。

He ( works , worked , has worked ) here for twenty years.

３．彼女は１週間前、病気だった。

She ( is , was , has been ) sick a week ago.

英文を完成させよう。
１．その列車は30分とまったままだ。

The train（ ）（ ）（ ）thirty minutes.

２．彼らが結婚して12年になる。

They（ ）（ ）（ ）twelve years.

３．彼は5時間歩いている。

He（ ）（ ）（ ）（ ）
five hours.

４．私の父は１週間ずっと病気だ。

My father（ ）（ ）（ ）（ ）
a week.

現在進行形

12年間結婚している

sick [形] 病気の
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Memo

Lesson16 現在完了形 （３）現在完了形「継続」forとsince 

ポイントと例文

過去から～している（継続）

よく使われる2つの時間の表現

Point!

・ 現在完了継続の時間の表現につかう for と since

I have been sick since yesterday.

私は昨日からずっと体調が悪いんです。

I study English. （上の図の ）

⇒私は英語を勉強します。 （現在形）

I studied English. （上の図の▲）

⇒私は英語を勉強しました。（過去形）

I am studying English. （上の図の■）

⇒私は英語を勉強しています。（現在進行形）

I have studied English for three years. （上の図の ）

⇒ 私は英語を3年間勉強している。（現在完了）

過去 未来現在

▲ ■
●●

過去 未来現在

●●

for の長さ（継続している期間）を表す。

I have studied English for three years.
⇒ 私は英語を３年間勉強している。

since ●の場所（いつから？）を表す。

I have studied English since last year.
⇒ 私は英語を去年から勉強している。
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Memo

Lesson16 現在完了形 （３）現在完了形「継続」forとsince 

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中から単語を選んで文章を作成しよう。

１．彼は先週からここで働いています。

He has been working here ( for , from , since ) last week.

２．このネコを飼って何年にもなります。

I have had this cat ( since , for , in ) many years.

３．彼女は朝からずっと本を読んでいる。

She has been reading  ( for , since , during ) this morning.

英文を完成させよう。
１．昨夜からずっと頭痛がする。（頭痛がする：have a headache）

I（ ）（ ）a（ ）
（ ）last night.
２．彼は３週間ずっと忙しい状態が続いている。

He（ ）（ ）（ ）
（ ）three weeks.
３．我々が知り合って5年になります。

We（ ）（ ）each（ ）
（ ）five years.
４．今朝からずっと雨が降っている。

It（ ）（ ）（ ）（ ）
this morning.

現在進行形

お互いのことを知って

headache [名] 頭痛

each other お互いに
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Lesson16 現在完了形 （４）現在完了形「継続」の疑問文

ポイントと例文

現在完了の疑問文

Have you ～ への答え方

Point!

・ 現在完了形の疑問文は 「Have you 過去分詞」

の形になる。

Have you known him for a long time?

彼とは昔からの知り合いですか。

I have known him for a long time.
彼は昔からの知り合いです。

Do you have known him for a long time?
Have you known him for a long time?
彼とは昔からの知り合いですか。

He has known me for a long time.
彼は私と昔からの知り合いです。

Has he known you for a long time?
彼は昔からあなたと知り合いですか。

Have you known him for a long time?
彼とは昔からの知り合いですか。

Yes, I have. ／ No, I haven't.

Has he known you for a long time?
彼は昔からあなたと知り合いですか。

Yes, he has. ／ No, he hasn't.

have not の短縮形

has not の短縮形
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Memo

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．「あなたはフランスに住んで何年にもなるんですか。」

「いいえ、そうではありません。」

“ in France for many years? ”
(do, you, have, lived)

“No, I haven't.”

２．「彼は昨日からずっと病気なんですか。」「はい、そうです。」

“ sick since yesterday? ”
(he, been, has, does)

“Yes,                   .” 
(is, he, has)

Lesson16 現在完了形 （４）現在完了形「継続」の疑問文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

英文を完成させよう。

１．「昨夜からずっと雪が降っているんですか。」
「はい、そうなんです。」 (雪が降る：snow）

“（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）last night?”
“（ ）,（ ）（ ）. ”

２．「あなたたちがいっしょに住んで何年にもなるんですか。」
「いいえ、そうではありません。」

“（ ）（ ）（ ）together（ ）
many years?
“（ ）,（ ）（ ）. ”

現在進行形

snow [動] 雪が降る

together [副] いっしょに
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Lesson16 現在完了形 （５）現在完了形「継続」How long ～?と答え方

ポイントと例文

現在完了の疑問文

How long ～ への答え方

Point!
・ 現在完了形の継続した期間をたずねる表現。

How long have you lived here?
ここに住むようになってどれくらいですか。

For about six months.

だいたい６ヶ月です。

I have known him for a long time.
彼は昔からの知り合いです。

Have you known him for a long time?
彼とは昔からの知り合いですか。

How long have you known him?
彼と知り合ってどれくらい（の長さ）になりますか。

過去 未来現在

●●

How long have you known him?
彼と知り合ってどのくらい（の長さ）になりますか。

For six months. ６ヶ月です。

For a week. １週間です。
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Lesson16 現在完了形 （５）現在完了形「継続」How long ～?と答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．あなたはどれくらいの期間、英語を勉強してきましたか。

( you , studied , long , have , for , how )

English?
２．彼はインドにどのくらい滞在しているのですか。

( he , have , long , stayed , how , has )

in India?
３．マリコはどのくらいの間、そこに住んでいるのですか。

( long , since , Mariko , has , how , lived )

there?

英文を完成させよう。
１．彼はどれくらいの間、そこで待ってるんですか。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）there?

２．あなたたちが結婚してどれくらいになりますか。

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）?

３．彼女はどのくらいの間、ずっと電話してるんだ？

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）calling?

４．日本に滞在するようになって、何年ですか。

（ ）（ ）（ ）（ ）you
（ ）in Japan?

現在進行形

何年：howを使う

about [副] だいたい、およそ

stay [動] 滞在する

how many years 何年間
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Lesson16 現在完了形 （６）現在完了形「完了」の文

ポイントと例文

完了表現（１） ～したところだ

～したところだ、～ してしまった

Point!
・ 現在完了形の完了表現

「～したところだ」「～してしまった」。

He has just finished his work.
彼はちょうど仕事を終えたところだ。

He has just finished his work. （下の図の★）

彼はちょうど仕事を終えたところだ。

過去から続いていた動作が完了した。

He finished his work. （下の図の▲）

彼は仕事を終えた。
過去のどこかで、仕事が終わったという事実。

過去 未来現在
▲

★

He has just finished his work. （下の図の※）

彼はちょうど仕事を終えたところだ。

He has already read this book. （下の図の★）

彼はこの本をもう読んでしまった。

過去 未来現在

★

※

過去形と現在完了の完了は日本語にするとどちらも
「～した」と表現するので気をつけよう。
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Memo

Lesson16 現在完了形 （６）現在完了形「完了」の文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

以下の文章を現在完了形を使って書きかえてみよう。

１．彼女は部屋を掃除した。 She cleaned her room.
⇒ 彼女はちょうど部屋を掃除したところだ。

She her room.

２．私は昼食を食べた。 I had lunch.
⇒ 私はすでに昼食を食べてしまった。

I lunch.

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。

１．私は財布をなくしてしまった。

I（ ）（ ）my wallet.

２．そのバンドは新しいアルバムをリリース(release）したばかりだ。

The band（ ）（ ）a（ ）album.

３．伊藤さんはもう事務所（office)を出ましたよ。 動詞「去る」

Mr. Ito（ ）（ ）（ ）the office.

４．その飛行機はちょうど空港に着いたところだ。

The plane（ ）just（ ）at the airport.

just [副] ちょうど

already [副] もう、すでに

wallet [名] 財布

release [動] リリースする

leave [動] 去る、出発する

office [名] 事務所

plane [名] 飛行機

arrive [動] 到着する
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Lesson16 現在完了形 （７）現在完了形「完了」の疑問文と答え方

ポイントと例文

～したところだ、～ してしまった

完了の疑問文

Point!
・ 現在完了形の完了表現の疑問文。

Have you already read the book?
その本、もう読んでしまったの？

Yes I have.
はい、そうです。

He has just finished his work. （下の図の※）

彼はちょうど仕事を終えたところだ。

He has already read this book. （下の図の★）

彼はこの本をもう読んでしまった。

過去 未来現在

★

※

その動作が完了したというニュアンスがあるのが
過去形との違いだったね。

I have already read the book.
私はその本をもう読んでしまった。

Have you already read the book?
あなたはその本をもう読んでしまったのですか。

Yes, I have.  はい、そうです。

No, I haven't. いいえ、そうではありません。

already の入る位置に注意しよう。
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Lesson16 現在完了形 （７）現在完了形「完了」の疑問文と答え方

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．もう昼食食べてしまった？

?
（ has , lunch , you , eaten , have )

２．「彼はもう仕事終わったの？ 」「いいえ、まだです。」

“ his work ?”
( he , finished , did , has )

“ No, . ” (haven't, he, hasn't)

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。
１．もう注文した？ （注文する：order）

（ ）（ ）（ ）?

２．彼は私の返事をもう受取りましたか。 (受け取る：receive）

（ ）（ ）already（ ）my reply?

３．そのこと、警察にはもう通報したの？ (通報する：report）

（ ）（ ）（ ）it to the
（ ）?

４．そのバスはもう新潟に着きましたか。

（ ）the bus（ ）at Niigata?

order [動] 注文する

receive [動] 受け取る

reply [名] 返事

report [動] 報告する
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Lesson16 現在完了形 （８）現在完了形「完了」の否定文

ポイントと例文

完了の疑問文

完了の否定文

Point!
・ 現在完了形の完了表現の否定文「まだ～していない」。

He hasn't completed the work yet.
彼はまだその仕事をおえていません。

I have already read the book.
私はその本をもう読んでしまった。

疑問文に

Have you already read the book?
あなたはその本をもう読んでしまったのですか。

Yes, I have.  はい、そうです。（もう読んでしまいました。）

No, I haven't. いいえ、そうではありません。
（まだ、読みおわってません。）

否定文の形

I have already read the book.
私はその本をもう読んでしまった。

否定文に

I haven't read the book (yet).
私はその本をまだ読みおわっていない。

Have you read the book yet?
もうその本読んでしまった？

yet まだ、今のところ

疑問文にも使える

yet は疑問文と否定文とで意味が変わるんだね。
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Lesson16 現在完了形 （８）現在完了形「完了」の否定文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．私はまだあきらめていません。 （ didn't , up , haven't , given )

I  yet.

２．彼はまだ宿題を終えていません。 ( complete , finished , hasn't )

He  his homework yet.

３．彼らはまだ来ていません。 （ hasn't , come , haven't )

They yet.

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。

１．あなたはその事実にまだ気づいていない。 (気づく：notice）

（ ）（ ）（ ）the truth yet.
２．彼はその小説をまだ書き上げて（finish writing）いません。

He（ ）（ ）（ ）
the novel yet.
３．彼女はまだ結婚相手（partner）を見つけていません。

She（ ）（ ）a partner yet.
４．どこに行くかはまだ決めていません。

I（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）yet.

yet [副] まだ、今のところ

complete [動] 達成する、完了する

notice [動] 気づく

truth [名] 事実

finish writing 書き上げる、書き終える

novel [名] 小説

partner [名] 相手、配偶者
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Lesson16 現在完了形 （９）現在完了形「経験」

ポイントと例文

～したことがある

行ったことがある

Point!
・ 現在完了形の経験表現「～したことがある」。

I have met your sister once.
あなたのお姉さんに一度会ったことがあります。

I met your sister yesterday. （下の図の※）

私は昨日、君のお姉さんに会った。

I have met your sister once. （下の図の★）

私は一度、君のお姉さんに会ったことがある。

過去 未来現在

★

※

私はアフリカに一度行ったことがある。

I have gone to Africa once. ×

経験の意味ではあまり使われない。

I have been to Africa once. ○

have been to で ～に行ったことがある、と覚えよう。
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基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson16 現在完了形 （９）現在完了形「経験」

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。

先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．私は鎌倉を一度訪れたことがあります。 （ visited , have , been )

I Kamakura once.

２．翔吾は幽霊を見たことがある。 ( seen , has , to )

Shogo a ghost.

３．彼女はその店に何度も行ったことがあります。（ gone , has , to , been )

She the shop many times.

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。

１．彼はフルマラソンに挑戦したことがある。

He（ ）（ ）（ ）
（ ）a full marathon.
２．美咲は幽霊を２回見たことがある。

Misaki（ ）（ ）a（ ）
（ ）. ←２回
３．その話は以前聞いたことがある。

I（ ）（ ）the story before.
４．私はその店に３回行ったことがある。

I（ ）（ ）（ ）the restaurant
（ ）（ ）. ←３回

走ることを試した

once [副] 一度

ghost [名] 幽霊

marathon [名] マラソン

twice [副] 二度
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Lesson16 現在完了形 （１０）現在完了形「経験」の疑問文と答え方

ポイントと例文

～したことがありますか

基本問題

Point!
・ 現在完了形で経験を尋ねる「～したことがありますか」。

Have you ever been to Hokkaido?

北海道に行ったことがありますか。

No, I haven't. 
いえ、ありません。

I have been to Hokkaido twice.
私は二度、北海道へ行ったことがある。

あなたは北海道へ行ったことがありますか。

Have you ever been to Hokkaido?

Yes, I have. はい、あります。

No, I haven't. いいえ、ありません。

かつて、今までに

ever は文法上はなくてもいいけど、あると、
相手が経験を尋ねられてるとわかるんだね。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．「マリコは今までに沖縄に行ったことがありますか。」

「はい、あります。」 （ ever , Mariko , have , to , has , been )

“
Okinawa?”
“ Yes, .” ( she , been , has )

２．「あなたは木田先生に会ったことがありますか。」

「いいえ、ありません。」 （met, has, have, you)

“ Mr. Kida?”

“No, .” ( you , haven't , I )
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Lesson16 現在完了形 （１０）現在完了形「経験」の疑問文と答え方

応用問題

単語とフレーズ

Memo

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。
１．君は今まで骨折したことある？ （骨折する：break a bone）

（ ）（ ）ever（ ）a bone?

２．彼はここに来たことがある？

（ ）（ ）ever（ ）（ ）?

３．彼女は飛行機に乗ったことがありますか。（乗る：take）

（ ）（ ）ever（ ）a plane?

４．富士山に登ったことはありますか。（登る：climb）

（ ）（ ）ever（ ）Mt. Fuji?

break a bone 骨折する

climb [動] 登る
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Lesson16 現在完了形 （１１）現在完了形「経験」の否定文

ポイントと例文

～したことがある

～したことがありません

Point!
・ 現在完了形で経験の否定文「～したことがありません」。

I have never been to Hokkaido.
私は一度も北海道へ行ったことがありません。

私は北海道へ行ったことがありません。

○I haven't been to Hokkaido (yet).

◎I have never been to Hokkaido.

今までに～ない

neverを使うと、経験がないということが
より相手に伝わるんだね。

I have been to Hokkaido twice.
私は二度、北海道へ行ったことがある。

あなたは北海道へ行ったことがありますか。

Have you ever been to Hokkaido?

Yes, I have. はい、あります。

No, I haven't. いいえ、ありません。

かつて、今までに
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Lesson16 現在完了形 （１１）現在完了形「経験」の否定文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。
１．彼は納豆を食べたことがありません。

He natto. （eaten, has, have, never)

２．私は彼女の家に行ったことはありません。 （to, been, never, have, into)

I her house.

３．私達はペットを飼ったことがありません。 （had, have, never, been)

We any pets.

現在完了形をつかって、英文を完成させよう。
１．君のような人には会ったことがありません。

I have（ ）met（ ）
（ ）you.

２．明日香は東京から出たことがありません。

Asuka（ ）never（ ）（ ）of Tokyo.

３．彼は恋をしたことがありません。 (恋をする：be in love）

He has（ ）（ ）in（ ）.

４．私はお金の心配をしたことがありません。 （心配する：worry about)

I have（ ）（ ）
（ ）money.

君のような誰かに

～の外に行った

never [副] 今まで一度もない

out of ～の外に

be in love 恋をする
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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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Lesson17 関係代名詞 （２）主格の関係代名詞 who 

ポイントと例文

ふたつの文章をくっつける that

ふたつの文章をくっつける who

Point!

・ 前の言葉（人）をうしろから説明する関係代名詞 who。

I know a person who looks like you.

あなたに似た人を知ってますよ。

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

私は、あなたに似た人を知っています。

⇒私はある人を知っています。
⇒その人はあなたに似ています。（あなたのように見えます。）

I know a person. He looks like you.

who looks like you.

= he = a person ２つ目の文章の主語
後ろから修飾

I know a person
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Memo

Lesson17 関係代名詞 （２）主格の関係代名詞 who 

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

who を使って２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．She has a boyfriend. He speaks three languages.

She has（ ）（ ）（ ）
（ ）three languages.
（彼女は３ヶ国語を話すボーイフレンドがいます。）

２．I have a cousin. She lives in Hiroshima.

I have（ ）（ ）（ ）
（ ）in Hiroshima.
（私には広島に住むいとこがいます。）

who を使って、英文を完成させよう。
１．私はこの記事を書いた女性を知っている。

I know the woman（ ）（ ）this article.

２．私はウソをつく男性が嫌いです。（ウソをつく：lie）

I don't like a（ ）（ ）（ ）.

３．彼には銀行で働く息子がいます。

He has a（ ）（ ）（ ）at a bank.

４．私に英語を教えてくれる人を探しています。

I'm looking for a person（ ）（ ）
（ ）me English.

「書いた」は？

「教えることができる」

cousin [名] いとこ

article [名] 記事

lie [動] うそをつく

look for ～を探す

☆補足☆
「ウソをつく」は動詞lieを使
う他に、名詞lieを使って
「tell a lie」とも表せるよ。
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Lesson17 関係代名詞 （３）主格の関係代名詞 which  

ポイントと例文

ふたつの文章をくっつける代名詞

基本問題

Point!

・ 前の言葉（物）をうしろから説明する関係代名詞

which。

This is a bus which goes to Nagoya.
これは名古屋へ行くバスです。

私は、あなたの役に立つアイデアを持ってます。

私は、あなたに似た人を知っています。

これは名古屋へ行くバスです。

that と which は細かいニュアンスの違いはあるけど、
同じ意味で使えると思っていいよ。

that will help you.I have an idea

who looks like you.I know a person

which goes to Nagoya.This is a bus

which を使って２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．She has a letter.
The letter was written by me.

She has（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）by me.
（彼女は私が書いた手紙を持っている。）

２．I want a kitchen.
The kitchen has a large oven.

I want（ ）（ ）（ ）
（ ）a large oven.
（私は大きなオーブンのある台所が欲しい。）

112

Lesson17　関係代名詞



Memo

Lesson17 関係代名詞 （３）主格の関係代名詞 which  

応用問題

単語とフレーズ

Memo

which を使って、英文を完成させよう。
１．彼は多くの支店を持つ会社に勤めている。 （会社：company）

He is working at a（ ）（ ）
（ ）many branches.

２．もっと速く走る車が欲しい。 もっと速く走ることができる車

I want a（ ）（ ）（ ）
（ ）faster.

３．君がびっくりするようなうわさを聞いたよ。 君を驚かせるであろううわさ
（うわさ：rumor,  びっくりさせる： surprise）

I heard the（ ）（ ）（ ）
（ ）you.

company [名] 会社

branch [名] 支店

rumor [名] うわさ

surprise [動] 驚かせる
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Lesson17 関係代名詞 （４）目的格の関係代名詞 that 

ポイントと例文

ふたつの文章をくっつける that

目的語でくっつける

Point!

・ ２つの文章を目的語でつなげる時に使う that。

These are photos that I took in Nara.

これらは私が奈良で撮った写真です。

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

これらは私が奈良で撮った写真です。
⇒これらは写真です。
⇒私はこの写真を奈良で撮りました。

These are photos I took the photos in Nara.

that

= the photos  ２つ目の文章の目的語
後ろから修飾

I took that in Nara.

These are photos I took in Nara.
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Lesson17 関係代名詞 （４）目的格の関係代名詞 that 

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

that を使って２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．This wallet is a gift.
My father gave me the gift.

This wallet is a（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）me.
（この財布は父が私にくれた贈り物だ。）

２．Takuya has a talent.  （talent：才能）

You don't have the talent.

Takuya has a（ ）（ ）
（ ）（ ）have.
（拓也は君にはない才能を持っている。）

「知る」の変化に注意！

「書いた」のは過去

「ずっと」現在完了

talent [名] 才能

article [名] 記事

recommend [動] すすめる

that を使って、英文を完成させよう。

１．これはみんなが知ってる歌です。

This is a（ ）（ ）（ ）（ ）.

２．私は彼が去年書いたこの記事が好きだ。

I like this（ ）（ ）（ ）
（ ）last year.

３．彼女がすすめる （recommend） レストランに行くつもりです。

I'll go to the （ ）（ ）（ ）
（ ）.

４．これは僕がずっと探してた鍵だ。

This is the（ ）（ ）I've（ ）
looking（ ）.
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Lesson17 関係代名詞 （５）目的格の関係代名詞 which  

ポイントと例文

目的語でくっつける

that と which の使い分け

Point!

・ ２つの文章を目的語でつなげる時に使う which。

He always wears the clothes which I choose.

彼はいつも私が選ぶ服を着る。

彼はいつも私が選ぶ服を着る。

⇒彼はいつも服を着る。
⇒私が彼の服を選ぶ。

He always wear the clothes I choose his clothes.

which

= clothes ２つ目の文章の目的語
後ろから修飾

I choose.He always wear the clothes

⇒ 前に来る単語が人をあらわす場合、whichは使わない。

That is the man that I saw at the party. ○

あれは私がそのパーティーで会った男だ。

That is the man which I saw at the party.×

which であらわせるところはthatでもあらわせるんだね。
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Lesson17 関係代名詞 （５）目的格の関係代名詞 which  

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

which を使って２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．Fukuoka is a city.
I want to visit the city.

Fukuoka is a（ ）（ ）（ ）
（ ）to visit.
（福岡は私が訪れてみたい都市だ。）

２．I'll show you the clothes.
I bought the clothes yesterday.

I'll show you the（ ）（ ）（ ）
（ ）yesterday.
（昨日買った服を見せてあげる。）

which を使って、英文を完成させよう。
１．ここは私の父が仕事をする事務所です。

This is the（ ）（ ）（ ）
（ ）works in.
２．あなたが京都で撮った写真を見せてください。

Show me the pictures（ ）（ ）
（ ）in Kyoto.
３．私は健太が所属する(belong to)チームに加わりたい。

I want to（ ）the（ ）（ ）
Kenta（ ）to.
４．これが以前、君が私に話していた映画ですか。

Is this the movie（ ）（ ）（ ）
me before?

office [名] 事務所

belong to ～に所属する
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Lesson17 関係代名詞 （６）目的格の省略

ポイントと例文

目的語でくっつける

省略できない場合

Point!

・ ２つの文章を目的語でつなげる時に使う that, which

は省略できる。

She is a person I've wanted to see.

彼女は私がずっと会いたかった人なんです。

彼女は私がずっと会いたかった人です。
⇒彼女は人です。
⇒私はその人にずっと会いたかった。

She is a person I've wanted to see her.

that I've wanted to see.She is a person

She is a person I've wanted to see.

that / whichは省略できるんだ。

【主語でくっつけてる場合】

That is the man who was my English teacher. ○
あれは私の英語の先生だった人だ。

That is the man was my English teacher. ×

That is the man. He was my English teacher.

Who was my English teacher.

省略できるのは後ろの文章の目的語でくっつける場合だけ
なんだね。
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Memo

Lesson17 関係代名詞 （６）目的格の省略

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

以下の文章の下線（※）をひいた単語を省略できる場合は○、できない場合は×
を答えよう。

１．I have a friend who lives in Mexico. (    )

２．I tell you the story that I heard from him. (    )

３．I'll buy a car that can run very fast. (    )

４．I'll order some dishes which you recommends.( )

５．Take a bus which goes to Urawa. ( )

※注意：動画では問題文中「赤
字」となっているところは、本書
では「下線」としています。

英文を完成させよう。省略できる関係代名詞は省略してもよい。
１. 昨日私が買ったゲームをしよう。

Let's play the game（ ）（ ）
yesterday.
2. 彼は弦（string）が10本あるギターを持っている。

He has a（ ）（ ）（ ）
ten strings.
3. こちらが昨日話した男性です。

This is a（ ）（ ）（ ）you 
yesterday.
4. 私には来年94歳になる祖母がいます。

I have a grandmother（ ）（ ）（ ）
94 years old next year.

まだなっていない

Mexico [名] メキシコ

dish [名] 料理

string [名] 弦

grandmother [名] 祖母

対象 主語でくっつける（省略不可） 目的語でくっつける（省略可）

物 which which

人 who (whom)

どちらでも that that

関係代名詞おさらい

目的語でくっつける場合は、thatを使うか、省略するかでokだよ。
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Lesson17 関係代名詞 （７）文の主語になる場合

ポイントと例文

２つの文章のくっつけかた

前の文章の主語にもくっつく

Point!

・ 関係代名詞でくっつけた単語は主語にもなれる。

The camera you lent me can take a good picture.

君が貸してくれたカメラはいい写真が取れるね。

She is a person I've wanted to see her.

I know the man. He lived this house.

I know the man who lived this house.

主語でくっつける

She is a person that I've wanted to see.

目的語でくっつける

前の文章の目的語/補語にくっつけてたね。

The camera can take a good picture.

You lent me

主語

目的語

The camera

(that) you lent me

can take a good picture.

The camera (that) you lent me can take a good picture.
君が貸してくれたカメラはいい写真が取れる。

the camera.
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Lesson17 関係代名詞 （７）文の主語になる場合

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

２つの文章を１つの文にしてみよう。

１．The drama is about Korean history. 
I saw the drama yesterday.

（昨日見たドラマは韓国の歴史についてのものでした。）

The drama（ ）（ ）
（ ）（ ）about Korean history.

２．The city has no highway.
He lives in the city.

（彼が住んでいる都市には高速道路がない。）

The city（ ）（ ）（ ）
（ ）no highway.

英文を完成させよう。

１．メガネをかけた男性が私の夫です。（かける：wear）

The man（ ）（ ）glasses（ ）
（ ）husband.
２．あなたが観ている絵はマリコが描いたんですよ。（描く：paint）

The picture you're（ ）（ ）is
（ ）by Mariko.
３．あなたが寄付したお金は、貧しい子供たちのために使われます。
（寄付する：donate）

The money（ ）（ ）will be 
（ ）（ ）poor children.

lend [動] 貸す

glasses [名] （複数形で）メガネ

husband [名] 夫

donate [動] 寄付する

African [形] アフリカの
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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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Lesson18 付加疑問・間接疑問 （１）付加疑問文１

単語とフレーズ

Memo

capital [名] 首都

wait for ～を待つ

124

Lesson18　付加疑問･間接疑問



Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （２）付加疑問文２

ポイントと例文

あとから同意を求める（付加疑問）

be 動詞じゃない場合は？

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 like sweets, don't you?
君、甘いもの好きだよね？

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。

君は甘いもの好きだ・・・よね？

You like sweets, don't you?
君は甘いものが好きです・・・ それとも違いますか？

You like sweets. 想定する

You don't like sweets. 想定していない

be動詞以外でも考え方は同じなんだね。
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Lesson18 付加疑問・間接疑問 （２）付加疑問文２

基本問題

応用問題

付加疑問への答え方

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．君は名古屋に住んでいたよね？

You lived in Nagoya,（ ）（ ）?

２．マリコには妹がいるよね？

Mariko has a little sister,（ ）（ ）?

３．このバスは新宿行きだよね？

This bus goes to Shinjuku,（ ）（ ）?

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．健太と祐二は知りあいだよね？

Kenta and Yuji（ ）each other,（ ）
（ ）?
２．その建物にエレベータはあるよね？

The building（ ）an elevator,（ ）
（ ）?
３．「君はパーティに行かなかったんだよね？」

「いや、行ったよ。」

“You（ ）（ ）to the party,
（ ）（ ）?”
“（ ）,（ ）（ ）.”

否定文への同意

YesかNoか

君は甘いもの好きだ・・・よね？

You like sweets, don't you?

Yes, I do. はい、好きです。

No, I don't. いいえ、好きじゃないです。

Do you ～ ? と聞かれた時と同じ答え方でいいんだね。
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （２）付加疑問文２

否定の付加疑問への答え方

単語とフレーズ

Memo

君は甘いもの好きじゃない・・・よね？

You don't like sweets, do you?

Yes, I do. いいえ、好きです。

No, I don't. はい、好きじゃないです。

日本語とは逆になるけど、Do you ～ と同じでいいんだね。

sweets [名] 甘いもの

elevator [名] エレベータ

※動画ではsweetとなっていま
すが、通常「甘いもの」を指すと
きはsweetsが使われることが多
いので、本書ではsweetsとして
います。
「何か甘いもの」という場合は、
通常something sweetと単数形
で使われます。
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （３）間接疑問文１

ポイントと例文

なぜ～なのか、を・・・

どこに～するのか、を・・・

Point!
・ 疑問詞を使った表現を目的語にする文章。

I know why he is angry.

彼がなぜ怒っているのか知っている。

彼は怒っています。 He is angry.
彼は怒っていますか。 Is he angry?
なぜ彼は怒ってるの。 Why is he angry?

なぜ彼は怒ってるのかを知っている。

I know why he is angry.
なぜ彼は怒ってるのか知ってますか。

Do you know why he is angry?

「なぜ～なのかを」という場合は、肯定文と同じ並びに戻るんだね。

彼はロンドンに住んでいます。 He lives in London.
彼はロンドンに住んでいますか。Does he live in London?
彼はどこに住んでるの。 Where does he live ?

私は彼がどこに住んでいるか知っている。

I know where he lives.
彼がどこに住んでいるか知ってますか。

Do you know where he lives?

「どこに住んでいるのか」は where he lives と元の並び方
に戻るんだね。
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Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （３）間接疑問文１

正しい語句をア～ウの中から選んで番号に○をつけよう。

１．彼女はどこに鍵があるか知っている。

ア)  where is the key.
She knows イ)  the key is where.

ウ)  where the key is.

２．君が何を言いたいかはわかるよ。

ア)  what you want to say.
I know イ)  what do you want to say.

ウ)  what you do want to say.

英文を完成させよう。
１．彼の言ってること理解できる？

Can you（ ）（ ）
（ ）（ ）?
２．君が何歳かなんて気にしないよ。（気にする：care）

I don't（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.
３．その男がどこから来たか、誰も知らない。

（ ）knows（ ）（ ）
（ ）（ ）from.
４．なぜ時間通りに（on time）来なかったのか教えてくれ。

Tell（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）on time.

彼が何を言うかを

care [動] 気にする

on time 時間通りに、予定通りに

☆補足☆
「時間内に、間に合って」は

in timeというよ。
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （４）間接疑問文２

ポイントと例文

誰（何）が～するのかを・・・

基本問題

Point!
・ 疑問詞が主語に来る間接疑問文。

I don't know who plays this part.

私は誰がこの役を演じるのか知らない。

翔太がこの役を演じます。 Shota plays this part.
誰がこの役を演じますか。 Who plays this part?

誰がこの役を演じるか、知らない。

I don't know who plays this part.
誰がこの役を演じるか、知ってますか。

Do you know who plays this part?

「誰が～するかを」は、Who～? の文と同じ並びになるんだね。

正しい語句をア～ウの中から選んで番号に○をつけよう。

１．誰がこの小説を書いたか知っています。

ア)  who wrote this novel.
I know イ)  who is written this novel.

ウ)  who this novel wrote.

２．何が彼を怒らせたのかわかりますか。

ア)  what he made angry?
Do you know イ)  what made angry him?

ウ)  what made him angry?
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （４）間接疑問文２

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１．次に何が来るのか想像できないよ。（想像する：imagine）

I can't（ ）（ ）（ ）next.
２．誰がそんなこと（such a thing）をしたか見当がつく（guess） 。

I can guess（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.

３．どっちが君のかわかる？

Can you tell（ ）（ ）（ ）?
４．どれだけ多くの人々が来るのか、我々にはわからない。

We don't know（ ）（ ）
（ ）will come.

動詞の変化注意

どちらが君のものか、見分けられる？

part [名] 配役

imagine [動] 想像する

guess [動] 見当をつける

such [形] そんな

tell [動] 見分ける

☆補足☆
（劇やドラマなどの）「役」に
は、他に「cast」や「role」と
いった言葉も使えるよ。
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （５）wonder if ～

ポイントと例文

wonder if ～

基本問題

Point!

・ if （～かどうか）をいう単語をつかって、

「～かな」「～か疑問に思う」という表現。

I wonder if I can do that.

それ、私にできるかな。

wonder ： [動] ～を疑問に思う。～を知りたい。

if          ： [接] ～かどうか

wonder if ～ ：（後ろに来る文章） かどうか疑問に思う。

I wonder if I can do that. 
私はそれができる、かどうか疑問に思う。⇒ できるかな。

if に続く文章は「主語 + 動詞 +目的語」の
通常の並び順になるよ。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。使わない単語もあります。

１．明日香は明日来るのかな。

( Asuka , will , wonder , how , come , I , if )

tomorrow.

２．彼は私を覚えているかしら。 （覚えている：remember）

( if , wonder , he , him , me , I , remembers )

.
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Memo

Lesson18 付加疑問・間接疑問 （５）wonder if ～

応用問題

単語とフレーズ

Memo

wonder if の表現を使って、英文を完成させよう。

１．ランチを食べる時間はあるかな。

I（ ）（ ）（ ）have（ ）
（ ）have lunch.

２．明日は晴れるかな。

I（ ）（ ）（ ）（ ）
（ ）fine tomorrow.

３．彼女に何か起こったのかな。（起こる：happen）

I（ ）（ ）（ ）
（ ）to her.

～するための時間を持ってる

wonder [動] 疑問に思う

if [接] ～かどうか

remember [動] 覚えている

happen [動] 起こる、発生する
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Memo

ポイントと例文

２つの文章をつなぐthat

基本問題

Point!

・ that 以下の文を目的語として受ける表現。

I think that you study too hard.

君は勉強しすぎだと思うよ。

Lesson19 接続詞 （１）接続詞のthat 

君は勉強しすぎだ。

君は勉強しすぎだ、と私は思う。

I think

You study too hard.

that you study too hard.

that you study too hard.

君は勉強し過ぎだ、ということを

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。
１．君がそこにいたことは知っている。

( you , know , I , that , were ）

there.

２．我々は君がパーティを楽しむことを望む。

( that , you , hope , we , enjoy ）

the party.
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Memo

Lesson19 接続詞 （１）接続詞のthat 

応用問題

単語とフレーズ

Memo

接続詞 that を使って、英文を完成させよう。
１. 彼は私が弁護士であることを知ってますか。

（ ）（ ）（ ）（ ）
I'm a lawyer ?

２．君の意見が間違ってるとは思わない。（意見：opinion）

I （ ）（ ）（ ） your 
（ ）（ ）（ ）.

３．彼は成功する（succeed）と我々は信じています。（信じる：believe）

We （ ）（ ）（ ）
（ ）succeed.

lawyer [名] 弁護士

opinion [名] 意見

believe [動] 信じる

succeed [動] 成功する
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Memo

Lesson19 接続詞 （２）接続詞thatの省略

ポイントと例文

２つの文章をつなぐthat

基本問題

Point!

・接続詞 that は省略できる。

I think you study too hard.

君は勉強しすぎだと思う。

君は勉強しすぎだ、と私は思う。

I think that you study too hard.

that you study too hard.

君は勉強し過ぎだ、ということを

I think○

特に話し言葉では that を省略する場合が多いよ。

you study too hard.

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
先頭の単語は大文字で始めること。

１．君が理解していないってことはわかってる。

( don't , know , I , you , understand ）

.

２．君は彼が正しいと思いますか。

( you , he , is , do , think ）

right?
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Memo

Lesson19 接続詞 （２）接続詞thatの省略

応用問題

単語とフレーズ

Memo

英文を完成させよう。

１. 君はそれができると信じている。

I （ ）（ ）（ ）（ ）that.

２．私はもっと練習(practice)が必要だ、と彼は言う。

He （ ）（ ）（ ） more 
（ ）.

３．我々はポチは家族の一員だと感じています。

We （ ） Pochi （ ） a part of our 
（ ）.

それをすることができる、と

直訳（家族のひとつの部分である）

practice [名] 練習

a part of ～の一部

137

イークルース　中学英文法Ⅲ



Memo

Lesson19 接続詞 （３）時制の一致

ポイントと例文

過去形にそろえる

基本問題

Point!
・ 過去形に続く文節の動詞は過去形にする。

I thought he was in his office.

私は彼が事務所にいると思った。

■ 彼は事務所にいると思う。

I think he is in his office.

●彼は事務所にいると思った。

I thought he was in his office. 

過去 未来現在

● ■

日本語に訳すときは、「いると思った」のように訳すようにしよう。

カッコの中から単語を選んで文章を完成させよう。
１．私は、彼が東京に住んでいることを知っている。

I know he lives in Tokyo.
⇒ 私は彼が東京に住んでいると知っていた。

I ( know , knew , known ) he ( lives , lived , living ) in 
Tokyo.

２．彼は、その本を読んでいると言っている。

He says he is reading the book.
⇒ 彼は、その本を読んでいる、と言っていた。

He ( says , said , saying ) he ( is , was , been ) reading
the book.
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Memo

Lesson19 接続詞 （３）時制の一致

応用問題

過去形にそろえない場合

単語とフレーズ

英文を完成させよう。
１．私はマリコが戻って来ないような気がした。

I （ ） Mariko （ ） come back.

２．彼の秘書(secretary)が彼は外出中だと言った。

His （ ）（ ） that （ ）
（ ） out.

３．彼がそんなに多くの人から愛されているとは知らなかった。

I （ ）（ ） that he （ ）
（ ）（ ） so many people.

「戻ってこないだろうと感じた」

後ろの文節の動詞は過去形にならない場合もあるよ。

私はタコに8本の足があることを知らなかった。

I didn't know that an octopus has eight arms.

私は彼に子供がいるとは知らなかった。

I didn't know that he has a child.
I didn't know that he had a child. ○

後ろの文節が現在でも変わらないことを指す場合は、
過去形にならない場合もあるんだね。

secretary [名] 秘書

out [形] 外出中の

love [動] 愛する

☆補足☆
イカやタコの「足」にはlegで
はなくarmを使うよ。
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Memo

Lesson19 接続詞 （４）接続詞 while を用いた文

ポイントと例文

while 「～する間」

基本問題

Point!
・ 接続詞 while 「～する間」。

You got a phone call while you were out.

あなたが外出してる間に電話がありましたよ。

You got a phone call. あなたに電話がありました。

You were out.  あなたは外出していた。

⇒ あなたが外出しているあいだに、電話がありました。

You got a phone call while you were out.
While you were out, you got a phone call.

⇒ あなたに電話があったとき、あなたは外出でいなかった。

When you got a phone call, you were out.

whileは whenより時間の幅があるときに使うんだね。

日本語の文章をあらわす英文として正しいものを選ぼう。

１．彼が寝ている間に地震（earthquake）があった。

a) There is an earthquake while he is sleeping.
b) While there was an earthquake he was sleeping.
c) There was an earthquake while he was sleeping.

２．東京にいる間に、彼らを訪問したい。

a) While I stay in Tokyo, I want to visit them. 
b) While I want to visit them, I stay in Tokyo.
c) If I stay in Tokyo, I want to visit them.
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Memo

Lesson19 接続詞 （４）接続詞 while を用いた文

応用問題

単語とフレーズ

Memo

while を使って英文を完成させよう。

１．食事をしている（have a meal）間はテレビを消しなさい。

（ ）（ ） the TV （ ）
（ ）（ ） having a meal.

２．お風呂に入っているあいだに、その試合は終わった。

（ ） I （ ） taking a bath, the 
（ ）（ ） over.

３．このホテルの滞在中、私はその男を2回見ました。

I （ ） the man （ ）
（ ） I （ ） at this hotel.

命令文

earthquake [名] 地震

have a meal 食事をする

take a bath お風呂に入る

over [形] 終了した
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Memo

Lesson19 接続詞 （５）接続詞 if を用いた文

ポイントと例文

if 「もし～なら」

基本問題

Point!
・ 接続詞 if 「もし～なら」。

If it rains, the event will be cancelled.

もし雨が降ったら、イベントは中止になるでしょう。

The event will be cancelled.イベントは中止になるだろう。

It rains. 雨が降る。

⇒ もし雨が降れば、イベントは中止になるだろう。

If it rains, the event will be cancelled.
The event will be cancelled if it rains.

⇒ もし雨が降っても、イベントは中止されないだろう。

If it rains, the event will not be cancelled.
(Even if)

日本語の文章をあらわす英文として正しいものを選ぼう。

１．もし省吾が来たら、このメモをわたしてください。

a) If you give Shogo this memo, he will come.
b) If he comes, you will give Shogo this memo.
c) Please give Shogo this memo if he comes.

２．5千円持っていたら、私は新しい靴を買います。

a) When I have 5,000 yen, I'll buy new shoes.
b) If I have 5,000 yen, I'll buy new shoes. 
c) While I have 5,000 yen, I'll buy new shoes.
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Memo

Lesson19 接続詞 （５）接続詞 if を用いた文

if を使って英文を完成させよう。

１．身分証明書(ID)を持っていれば中に入れますよ。

（ ）can（ ）in（ ）（ ）
（ ）an ID.

２．君が行かないなら僕が行くつもりだ。

（ ）（ ）don't go, （ ）
（ ）go.

３．時間があるなら、映画に行きましょう。

Let's（ ）to a movie（ ）（ ）
（ ）time.

あなたは中に行くことができる

あなたが時間を持っていれば

cancel [動] 中止させる

ID [名] 身分証明書

応用問題

単語とフレーズ

Memo
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Memo

Lesson19 接続詞 （６）接続詞 until を用いた文

ポイントと例文

until 「～までに」

接続詞としても使える前置詞

Point!
・ 接続詞 until 「～までに」。

I didn't notice until you told me.

君が教えてくれるまで気づかなかったよ。

I have to do my homework until next Friday.
私は次の金曜までに宿題をしなきゃならない。

【前置詞としてのuntil】

【接続詞としてのuntil】

I have to do my homework until my father comes home.
私は父が帰宅するまでに宿題をしなきゃならない。

until の後ろに「いつ」を現す単語がきたら前置詞、
文が続いたら接続詞なんだね。

【until ～まで】

You can't have a meal until you wash your hands.
手を洗うまで、食事をしてはいけません。

【after ～のあとに】

You can have a meal after you wash your hands.
手を洗ったあとでなら、食事をしてもいいですよ。

【before ～の前に】

Wash your hands before you have a meal.
食事する前に手を洗いなさい。
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Memo

Lesson19 接続詞 （６）接続詞 until を用いた文

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

日本語の文章をあらわす英文として正しいものを選ぼう。

１．私が帰るまでに部屋を掃除しなさい。

a) Clean your room when I come back.
b) Clean your room until I come back. 
c) Clean your room after I come back.

２．あなたが大人になるまでここに住んでよい。

a) You grow up until you can live here.
b) You can live here until you grow up.  
c) You can live here if you grow up.

until を使って上の文と同じ意味の英文を完成させよう。

１．Before you came, we felt anxious. （anxious：不安な）

（ ）（ ）anxious（ ）（ ）came.

２．If the rain stops, I can go out.

I（ ）go out（ ）the rain（ ）.

３．He can marry with Naomi after he graduates.
（graduate：卒業する）

He（ ）marry with Naomi（ ）
（ ）（ ）.

別の構文を使った言い換えは試験でもよく出るよ。

anxious [形] 不安な

graduate [動] 卒業する

145

イークルース　中学英文法Ⅲ



Memo

Lesson19 接続詞 （７）so･･･ｔｈａｔ～ 「とても・・・ので～だ」

ポイントと例文

so A that ～

基本問題

Point!

・ so A that ～ 「とてもAで～なほどだ。」

「～なくらいにAだ。」

He is so shy that he can't talk to girls.

彼はとても内気で女の子に話しかけられない。

He is so shy.    彼はそれくらい内気だ。

He can't talk to girls. 彼は女の子に話しかけられない。

彼は女の子に話しかけられないくらい内気だ。
⇒ 彼は内気すぎて女の子に話しかけられない。

He is so shy that he can't talk to girls.

that 以下の文節が前の shy の程度（どのくらい）を
説明してるんだね。

以下の２つの文章を so ～ that を使って１つにしてみよう。

１．This book is easy.  /   My son can read this book.
⇒ この本は私の息子でも読めるくらい簡単だ。

This book is （ ）（ ）（ ） my son 
can read it.

２． This PC is heavy.  /  I can't carry this PC.
⇒ このパソコン(PC）は重すぎて持ち運びできない。

This PC is （ ）（ ）（ ） I 
can't carry it.
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Memo

Lesson19 接続詞 （７）so･･･ｔｈａｔ～ 「とても・・・ので～だ」

応用問題

so A that ～ 構文の言い換え

単語とフレーズ

so ～ that を使って英文を完成させよう。
１. 彼はあまりに速く話すので、誰も彼を理解できない。

He speaks （ ）（ ）（ ）
（ ） can understand him.

２．その芸術家は私の母が名前を知ってるくらい有名(famous)だ。

The artist （ ）（ ）（ ）
（ ） my mother knows his name.

３．彼女は忙しすぎて旅行できない。

She （ ）（ ）（ ）
（ ） she can't take a trip.

She is so busy that she can't take a trip.
彼女は忙しすぎて旅行に行けない。

⇒ She is too busy to take a trip.

This PC is so light that anybody can carry it.
このパソコンは軽いのでだれでも持ち運びができます。

⇒ This PC is light enough to carry.

後ろの文節がcan / can't の場合、言い換えができる
場合があるんだね。

famous [形] 有名な

take a trip 旅行する
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Lesson19 接続詞 （８）as･･･as－can 「できるだけ～」

ポイントと例文

as ～ as 

基本問題

Point!
・ as ～ as A can 「Aができるだけ～な」。

He ran as fast as he could.

彼はできるかぎり速く走った。

He runs as fast as you.   
彼は君と同じくらい速く走る。

He runs as fast as he can.
彼は彼ができるのと同じくらい速く走る。

⇒ 彼はできるだけ速く走る。

He ran as fast as he could.
⇒ 彼はできるだけ速く走った。

ran = run の過去形

日本語の「できるだけ」「できる限り」は
as～as を使って表現できるんだね。

カッコの単語を並びかえて文章を完成させよう。
使わない単語もあります。

１．私はできるだけ早く起きます。

( I , fast , as , as , early , can )
I will get up .

２．翔太はできるかぎり熱心に勉強した。

( hard , she , as , could , as , he )
Shota studied                                                            .
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Lesson19 接続詞 （８）as･･･as－can 「できるだけ～」

応用問題

単語とフレーズ

Memo

as～as を使って英文を完成させよう。
１．できるだけ多くの友達を作りなさい。

Make as（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）.

２．マリコはできるだけ頻繁に彼に手紙を書いた。

Mariko（ ）to him as（ ）
（ ）（ ）（ ）.

３．（あなたが）歩いていける範囲に郵便局があります。

There is a post office（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）walk to.

誰ができるだけ？

歩いていけるだけの遠さに

often [副] 頻繁に

far [副] 遠くに

post office 郵便局
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ポイントと例文

時をあらわす前置詞 （1）

時をあらわす前置詞 （2）

I get up at six in the morning.

私は朝6時に起きます。

Point! 
・ 時間をあらわす時に使う前置詞。

Lesson20 前置詞 （１）時間をあらわす前置詞

11時に会いましょう。

土曜日に会いましょう。.

午後に会いましょう。

放課後に会いましょう。 Let's meet after school.

お昼前に会いましょう。 Let's meet before noon. 

明日会いましょう。 Let's meet tomorrow.

Let's meet at eleven.

Let's meet on Saturday.

Let's meet in the afternoon.

金曜までにこれをやらなきゃいけない。

I have to do this by Friday.

彼は10時まで起きない。

He doesn't get up until ten o'clock.

１週間旅行に出かけます。

I'll go on a trip for a week.

日本語と１対１で覚えるより、
なるだけ多くの文例を見るようにしよう。

※動画では
I got up at six in this morning.
今朝は6時に起きた。
となっていますが、
I get up at six in the morning.
私は朝6時に起きます。
に訂正します。
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Lesson20 前置詞 （１）時間をあらわす前置詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中から単語を並んで文章を完成させよう。

１．私たちは3月に卒業します。

We will graduate ( after , on , in ) March.

２．３時までに戻ってきます。

I will be back ( by , until , at ) three o'clock.

３．３時まで外出します。

I will go out ( by , until , at ) three o'clock.

英文を完成させよう。

１. 私たちは去年からここに住んでいます。

We have lived here （ ）（ ）（ ）. 

２．私たちの赤ちゃんは7月7日に生まれました。

Our baby was （ ）（ ） July 7. 

３．クリスマスまでに彼氏を見つけなきゃ。

I have to find a boyfriend （ ）（ ）.

～からずっと

graduate [動] 卒業する

be born 生まれる

Christmas [名] クリスマス
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Lesson20 前置詞 （２）場所をあらわす前置詞

ポイントと例文

場所をあらわす前置詞 （１）

場所をあらわす前置詞 （２）

I got this at the shop near my school. 

私はこれを学校の近くの店で手に入れました。

Point! 
・ 場所をあらわす時に使う前置詞。

壁の絵

花びんの中の花

私たちはその店で会う。

私はその店に行く。 I go to the shop.

彼はアメリカから来た。 He comes from America.

家の前に in front of the house

the picture on the wall

the flower in the vase 

We meet at the shop. 

テーブルの下に under the table

家の外に out of the house

日本語と１対１で覚えるより、
なるだけ多くの文例を見るようにしよう。

その家のそばに

彼の隣に

駅の近くに

駅の近くに near the station

テーブルの向かいに across the table

頭の上に above your head

by the house

next to him

close to the station

君の後ろに behind you
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英文を完成させよう。

１. 彼は札幌から東京へ引っ越しました。

He moved （ ） Sapporo （ ）Tokyo.

２．3階にフードコートがあります。

There is a food court （ ）（ ） third 
（ ）.

３．シャツの上にジャケットを着なさい。

Wear a jacket （ ） your shirt.

Lesson20 前置詞 （２）場所をあらわす前置詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中から単語を並んで文章を完成させよう。

１．私はシャツをハンガーにかけた。

I put a shirt ( at , on , in ) the hunger.

２．駅であなたを待っています。

I am waiting for you ( by , on , at ) the station.

３．家に定期入れをわすれた。

I forgot my pass case ( at , on , in ) the house.

上から

hunger [名] ハンガー

forget [動] 忘れる

pass case 定期入れ

food court フードコート
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Lesson20 前置詞 （３）その他の前置詞

ポイントと例文

その他の前置詞

動詞との組み合わせ

For me, he is one of the greatest singers. 

私にとって、彼は最も偉大な歌手のひとりです。

Point! 
・ 場所、時間以外の表現で使われる前置詞。

日本語と１対１で覚えるより、
なるだけ多くの文例を見るようにしよう。

動物についての本

君のための贈り物

彼によって作られた。

この部屋の鍵 a key of this room

私と一緒に来る come with me

英語で話す speak in English

a book about animals

a gift for you

is made by him ※

あなたのような人 a person like you

☆補足☆
「彼によって作られた。」

is made by him
このbe動詞は、時制や主
語の単数・複数によって変
化をします。
例：

This is made by him.
These are made by him.

動詞と前置詞／副詞の組み合わせで
別の動詞のように使うこともあるんだね。

ライトをつける（消す）

コインを探す

赤ん坊の世話をする

続けてください。 Please go on.

あきらめるな。 Don't give up.

7時に起きる get up at seven

turn on / off the light

look for the coin

look after the baby

服を脱ぐ take off clothes

コメントを求める ask for a comment

※動画ではsingerとなっていま
すが、正しくは複数形singersで
す。
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Lesson20 前置詞 （３）その他の前置詞

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

カッコの中から単語を並んで文章を完成させよう。

１．私は自転車で学校へ行きます。

I go to school ( by , with , for ) bicycle.

２．夕食は何が食べたいですか。

What do you want to eat ( as , for , with ) dinner ?

３．彼はパスタをおはしで食べる。

He eats pasta ( of , with , for ) chopsticks.

英文を完成させよう。

１． 美術史についての本を探しています。

I'm looking （ ）a book （ ）history
（ ）art.

２．そのニュースには驚きました。

I was （ ）（ ） the news.

３．その犬は家族の一員として育てられました。

The dog was （ ）（ ）
（ ） a member （ ） our family.

美術史＝美術の歴史

育てる=bring を使う

comment [名] コメント

pasta [名] パスタ

chopstick [名] おはし 通常複数形で使う

art [名] 美術、芸術

bring up 育てる

※動画ではｂｙとなっていますが、
「ニュースを聞いて驚く」という場
合は、「be surprised at the 
news」を慣用句として使うことが
多いです。
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