
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

固有名詞のルール

Lesson7 名詞 （１）名詞の種類／数えられる名詞・数えられない名詞

I have a cat. 

私はネコを一匹飼っています。

Would you like some coffee? 

コーヒーはいがかですか。

Point! 
・ 名詞には固有名詞と一般名詞がある。
・ 英語では数えられる名詞とそうでない名詞を区別する。

名詞の種類

もっと詳しい分類を説明する参考書もあるけど、
とりあえずはこれだけ理解しておこう。

大文字で始まっていたら固有名詞だと思おう。

名詞
物、人、場所などをあらわす単語の種類
例） 犬、りんご、水、富士山、織田信長...

固有名詞

数えられる名詞

数えられない名詞

例）富士山、織田信長...

例）犬、りんご...

例）水、音楽、野球...

１．大文字で書き始める。
２．a / an / the が頭につかない。

例） 富士山 ⇒ Mt. Fuji
織田信長 ⇒ Nobunaga Oda

私は東京に行く： I go to Tokyo.
私の名前は明日香です： My name is Asuka.

Lesson7　名詞
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Memo

数えられる名詞のルール

数えられない名詞のルール

冠詞（a, an, the）

Lesson7 名詞 （１）名詞の種類／数えられる名詞・数えられない名詞

１．数がひとつの場合、a / an / the をつけて表す。
２．複数ある場合は、複数形で表す。

例外アリ！

例） 犬 ⇒ a dog / dogs
私は犬を飼っています： I have a dog.
私は犬を2匹飼っています： I have two dogs.

日本語だと「a」は
訳さないことも多い

複数のs

英語は数えられるものかどうかを
とても気にする言葉なんだね。

冠詞の用法は実はもっと複雑だよ。
あくまで基本ルールとして理解しようね。

１．複数形で表さない。
２．前に a / an をつけない。（the は付く場合あり。）

例） 水 ⇒ water

私に水をください： Give me some water.

some=「いくらかの」

a： ひとつの
⇒ （特定のものでない）ひとつの
⇒ 後ろに来る名詞が母音で始まる場合は an

the： その
⇒ （特定の）その
⇒ 複数形や数えられない名詞の前にもつく。
⇒ 後ろに来る名詞が母音で始まる場合は発音が変わる。

例） I ate an apple. 私はりんごをひとつ食べました。

The apple was so sweet.   そのりんごはとても甘かった。

イークルース　中学英文法Ⅱ
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Memo

ポイントと例文

人称で主語はどう変わる？

Lesson8 代名詞 （１）人称と格 ①主格

I have an uncle. He lives in Hawaii.

私はおじがひとりいます。彼はハワイに住んでいます。

Point! 
・英語の主語になる場合の代名詞の使い方を学習しよう。

わたし、あなた、彼？

ぶん君

ぽーちゃん

うん、僕は おじさんひとりいるよ。

彼は ハワイに住んでるよ。

Yes, I have an uncle.
He lives in Hawaii.

あなた はおじさんいる？

Do you have any uncles?

１人称

２人称

３人称

１人称

２人称

３人称

I have an uncle. 
私はおじがひとりいます。

You have an uncle.
あなたはおじがひとりいます。

He lives in Hawaii.
彼はハワイに住んでいます。

女性の場合はshe

Lesson8　代名詞
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Memo

人称で主語はどう変わる？（複数）

「○○は」をあらわす代名詞

基本問題

Lesson8 代名詞 （１）人称と格 ①主格

１人称

２人称

３人称

We have an uncle. 
私たちはおじがひとりいます。

You have an uncle.
あなたたちはおじがひとりいます。

They live in Hawaii.
彼らはハワイに住んでいます。

単数 複数

I
（私は）

you

（あなたは）

he / she

（彼は / 彼女は）

we
（私たちは）

you
（あなたたちは）

they
（彼らは）

１人称

２人称

３人称

以下の主語を示す代名詞を答えよう。（単語は小文字で始める。）

単数 複数

I私は： 私たちは：

あなたたちは：

彼らは：

１人称

２人称

３人称

あなたは：

彼は：

彼女は：

イークルース　中学英文法Ⅱ
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Memo

ポイントと例文 １

Whyを使った疑問文の作り方 「なぜ～ですか。」

Lesson9いろいろな疑問文･否定文 （１）Whyを使った疑問文とその答え方

１．Why ～?にBecause～で答える。

Why do you like Ken?
あなたはなぜケンが好きなのですか。

Because he is very kind.
（なぜなら）彼はとても親切だからです。

Point! 
①Why＋疑問文 で「なぜ～ですか。」という意味の文になる。
②「（なぜなら）～だからです。」と答える場合、

Because～ で答える。
③動詞は主語や時制によって使い分ける。

ポイントと例文 ２

２．Why～?にTo～で答える。

Why did you go to the book store?
あなたはなぜ本屋に行ったのですか。

To buy a English dictionary.
英語の辞書を買うためです。

Point! 
①Why＋疑問文 に対して、to＋動詞の原形を使って
「～するためです。」と答えることができる。
（to＋動詞の原形は不定詞といいます。詳しくは不定詞の回で勉強します。）

②Becauseで答えることもできる。
例：Because I wanted to buy a English dictionary.

私は英語の辞書が買いたかったからです。

例：あなたはなぜ公園に行くのですか。

（疑問文） Do you go to the park?

あなたは公園に行きますか。

（Whyの疑問文） Why do you go to the park?

あなたはなぜ公園に行くのですか。

Whyの後は疑問文の語順にすること。

Lesson9　いろいろな疑問文･否定文
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Memo

基本問題

応用問題

単語とフレーズ

Lesson9いろいろな疑問文･否定文 （１）Whyを使った疑問文とその答え方

かっこの中の単語をえらんで、英文を完成させよう。

①ケンはなぜ公園に行くのですか。

( What ,  When ,  Why )does Ken go to the park?

②①に対して、「彼は野球をしたいからです。」と答えよう。

( To ,  Because ,  By )he wants to play baseball.

③あなたはなぜバスに乗ったのですか。（バスに乗る；take the bus）

Why( did you take , do you take , take )the bus?

英文を作ってみよう。

①あなたはなぜみんなに親切なのですか。

（～に親切にする： be動詞＋kind to～）

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )?

②あなたはなぜその本を買ったのですか。

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )?
③ ①に対して「日本について知るためです。」と答えよう。

（知る：know, ～について：about）

( ) ( ) ( ) ( ).

why ［副］なぜ、どうして

kind ［形］やさしい、親切な

because ［接］なぜなら

store ［名］店

dictionary ［名］辞書

park ［名］公園

baseball ［名］野球

bus ［名］バス

everyone ［代］みんな、全ての人

イークルース　中学英文法Ⅱ
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●制作・監修 スカイホープ個別指導学院（http://skyhope.net/） 

 塾生の日常生活と調和したカリキュラムを組み、学習習慣を身につけさせることによって、学力

向上を図る指導を行う。講師と生徒は１：１、または１：２とし、分からないところを親切丁寧に指導。

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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