中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【命令文】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. あなたはあなたの部屋をそうじする。 / あな
たの部屋をそうじしなさい。
□ 2. あなたはあなたの友達に親切です。 / あなた
の友達に親切にしなさい。
□ 3. 窓をしめてください。 ＊ 2 通りで
□ 4. ドアをあけるな。 / あなたはドアをあけては
いけません。
□ 5. 放課後、図書館へ行きましょう。 ＊ 2 通り
で
□ 6. 急ぎなさい、そうすればあなたは電車に間に合
うでしょう。
□ 7. 急ぎなさい、さもないとあなたは電車に乗り遅
れるでしょう。

You clean your room. / Clean your room.
You are kind to your friends. / Be kind to your
friends.
Close the window, please.
Please close the window.
Don’t open the door. / You must not open the
door.
Let’s go to the library after school.
Shall we go to the library after school?
Hurry up, and you will catch the train.

Hurry up, or you will miss the train.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【There で始まる文】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. そのテーブルの上に 1 つのリンゴがあります。 There is an apple on the table. / There are two
/ そのテーブルの上に 2 つのリンゴがあります。 apples on the table.
□ 2. その湖のそばに 1 つの家がありました。

There was a house by the lake.

□ 3. その木の下にたくさんの猫がいました。

There were a lot of cats under the tree.

□ 4. 私の部屋にベッドはありません。

There is not a bed in my room.

□ 5. この町に 1 つも公園はなかった。

There were not any parks in this town.

□ 6. その駅の近くに本屋はありますか？ - はい。

Is there a bookstore near the station? - Yes,

/ いいえ。
□ 7. その机の上に、いくつの本がありますか？ - 4
冊です。
□ 8. ここに 1 本のペンがあります。(はい、1 本の
ペンをどうぞ。)
□ 9. ここにいくつかのペンがあります。(はい、い
くつかのペンをどうぞ。)

there is. / No, there is not.
How many books are there on the desk? - There
are four.
Here is a pen.

Here are some pens.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【look, become, sound の文】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 彼らは幸せです。 / 彼らは幸せに見える。

They are happy. / They look happy.

□ 2. 彼は悲しそうに見える。

He looks sad.

□ 3. 彼女は怒っているように見えた。

She looked angry.

□ 4. この木は男の人のように見える。

This tree looks like a man.

□ 5. あの女の人は金持ちになった。

That woman became rich.

□ 6. あの女の人は貧しくなるでしょう。

That woman will become poor.

□ 7. あなたの計画は興味深く聞こえる。

Your plan sounds interesting.

□ 8. この映画を見るのはいかがですか？ - いいで
すね。

How about watching this movie? - Sounds good.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【give と buy の書きかえ】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私の父は私にこの本を与えた。
＊ 2 通りで
□ 2. 私の母は私にあの時計を買ってくれた。
＊ 2 通りで
□ 3. 私はあなたに私の写真を見せるでしょう。
＊ 2 通りで
□ 4. 私のおばさんは私に夕食を作ってくれる。
＊ 2 通りで
□ 5. 私のおじさんは、あなたに手紙を書くでしょ
う。 ＊ 2 通りで

My father gave me this book.
My father gave this book to me.
My mother bought me that watch.
My mother bought that watch for me.
I will show you my pictures.
I will show my pictures to you.
My aunt makes me dinner.
My aunt makes dinner for me.
My uncle will write you a letter.
My uncle will write a letter to you.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【不定詞】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私は英語を勉強することが好きです。

I like to study English.

□ 2. 私は新しい車を買いたい。

I want to buy a new car.

□ 3. 私は医者になりたい。

I want to be a doctor.

□ 4. 私はあなたのお父さんに会うことを望む。

I hope to see your father.

□ 5. 雨が降り始めた。 ＊ 2 通りで

It began to rain.
It started to rain.

□ 6. 私はするべきことがたくさんある。

I have a lot of things to do.

□ 7. 私は今日するべきことがない。

I have nothing to do today.

□ 8. 岐阜にはいくつかの訪れるべき場所がある。

There are some places to visit in Gifu.

□ 9. 私は何か飲み物が欲しい。

I want something to drink.

□ 10. 私は何か温かい食べ物が欲しい。

I want something hot to eat.

□ 11. 私は野球をするために公園へ行った。

I went to the park to play baseball.

□ 12. 彼女は明日、あなたに会いに来るでしょう。

She will come to see you tomorrow.

□ 13. なぜあなたはアメリカへ行ったのですか？
- 英語を勉強するためです。

Why did you go to America? - To study English.

□ 14. 私はあなたに会えて嬉しいです。

I am glad to meet you.

□ 15. 私はそのニュースを聞いて悲しかった。

I was sad to hear the news.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【不定詞を使った重要表現】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私は何を買うべきかわからない。

I don’t know what to buy.

□ 2. 彼女はどこへ行くべきかわからない。

She doesn’t know where to go.

□ 3. 彼はいつ始めるべきか知っていた。

He knew when to start.

□ 4. 私はこのコンピューターの使い方を彼に質問
した。

I asked him how to use this computer.

□ 5. 私はあなたにピアノを弾いてほしい。

I want you to play the piano.

□ 6. 彼は 9 時にここに来るように彼女に伝えた。

He told her to come here at nine.

□ 7. 私は私の車を洗うように彼に頼むでしょう。

I will ask him to wash my car.

□ 8. 私にとってこの本を読むことは簡単です。

It is easy for me to read this book.

＊ 2 通りで
□ 9. 早起きすることは大切です。 ＊ 2 通りで

□ 10. 彼はこの車を買うには十分お金持ちです。
□ 11. 彼はとてもお金持ちなので、この車を買うこ
とができる。
□ 12. 彼女はとても疲れすぎて、夜更かしできなか
った。
□ 13. 彼女はとても疲れていたので、夜更かしでき
なかった。

To read this book is easy for me.
It is important to get up early.
To get up early is important.
He is rich enough to buy this car.

He is so rich that he can buy this car.

She was too tired to stay up late.

She was so tired that she couldn’t stay up late.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【動名詞】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私はテニスをしている。

＊ 進行形

□ 2. 私はテニスをすることが好きだ。 ＊ 動名詞

□ 3. 彼はテレビを見始めた。

＊ 2 通りで

□ 4. 本を読むことは興味深い。 ＊ 2 通りで

□ 5. 私の趣味は音楽を聞くことだ。 ＊ 2 通りで

I am playing tennis.

I like playing tennis.
He starts watching TV.
He starts to watch TV.
Reading books is interesting.
To read books is interesting.
My hobby is listening to music.
My hobby is to listen to music.

□ 6. 私は泳ぐことを楽しんだ。

I enjoyed swimming.

□ 7. 彼女は彼女の部屋を掃除し終えた。

She finished cleaning her room.

□ 8. 彼女はバレーボールが得意です。 / 彼女は料

She is good at volleyball. / She is good at

理をすることが得意です。
□ 9. あなたの手紙をありがとう。 / 私を手伝って
くれてありがとう。
□ 10. お茶を一杯いかがですか？ / 昼食を食べる
のはいかがですか？

cooking.
Thank you for your letter. / Thank you for helping
me.
How about a cup of tea? / How about having
lunch?

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【原級、比較級、最上級】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. このペンはあのペンと同じくらい長い。
□ 2. 彼はあなたと同じくらい一所懸命に数学を勉
強する。

This pen is as long as that one.

He studies math as hard as you.

□ 3. この花はあの花ほど美しくない。

This flower is not as beautiful as that one.

□ 4. 私はあなたほど速く走れない。

I cannot run as fast as you.

□ 5. このコンピューターはあのコンピューターよ
り新しい。

This computer is newer than that one.

□ 6. この花はあの花よりも美しい。

This flower is more beautiful than that one.

□ 7. 彼女は私より速く走ることができる。

She can run faster than I.

□ 8. 彼女の車はあなたの物よりも大きい。

Her car is bigger than yours.

□ 9. トムは私のクラスの中で最も背が高い。

Tom is the tallest in my class.

□ 10. この花は全ての中で最も美しい。

This flower is the most beautiful of all.

□ 11. あなたはその 5 人の中で最も速く走ることが
できる。
□ 12. 野球は私の国の中で最も人気のあるスポーツ
です。

You can run the fastest of the five.

Baseball is the most popular sport in my country.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【原級、比較級、最上級の重要表現】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. この机はあの机よりも良い。
□ 2. 彼女は私のクラスで一番上手にテニスをする
ことができる。
□ 3. 私は猫より犬が好きだ。
□ 4. あなたはコーヒーかお茶、どちらが好きです
か？

This desk is better than that one.

She can play tennis the best in my class.

I like dogs better than cats.

Which do you like better, coffee or tea?

□ 5. 私は日本の中で一番この歌が好きだ。

I like this song the best in Japan.

□ 6. あなたはどの季節が一番好きですか？

Which season do you like the best?

□ 7. あなたはトムと同じくらい本を持っています
か？
□ 8. 東京は世界で最も大きな都市の 1 つです。

Do you have as many books as Tom?

Tokyo is one of the largest cities in the world.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【受け身形(受動態)】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 全員が彼を好きだ。 / 彼は全員に好かれてい
る。
□ 2. 彼らはあれらの部屋をそうじする。 / あれら
の部屋は彼にそうじされる。

Everybody likes him. / He is liked by everybody.
They clean those rooms. / Those rooms are
cleaned by them.

□ 3. 英語はオーストラリアで話される。

English is spoken in Australia.

□ 4. この店は 8 時に閉められる。

This store is closed at eight.

□ 5. この建物は 200 年前に建てられた。

This building was built two hundred years ago.

□ 6. あの雑誌は少年達に読まれていない。

That magazine is not read by boys.

□ 7. これらのコンピューターは昨日使われました

Were these computers used yesterday?

か？ - はい。 / いいえ。

- Yes, they were. / No, they were not.

□ 8. あなたの国では何語が話されていますか？

What language is spoken in your country?

□ 9. いつこの本は彼によって書かれましたか？

When was this book written by him?

□ 10. 私は日本の歴史に興味がある。

I am interested in Japanese history.

□ 11. 私はそのニュースに驚いた。/ 私はそのニュ

I was surprised at the news. / I was surprised to

ースを聞いて驚いた。

hear the news.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【make, call の文】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. トムはエミを幸せにさせる。

Tom makes Emi happy.

□ 2. 彼は彼女を怒らせた。

He made her angry.

□ 3. このニュースは彼らを悲しくさせるだろう。

This news will make them sad.

□ 4. 何が彼を有名にさせましたか？

What made him famous?

□ 5. 私たちはその犬をシロ(Shiro)と呼ぶ。

We call the dog Shiro.

□ 6. 私をケンと呼んでください。

Please call me Ken.

□ 7. その両親は彼らの息子をジョージ(George)と
名付けた。
□ 8. あなたはあなたの部屋をキレイに保たなけれ
ばいけない。

The parents named their son George.

You must keep your room clean.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【関係代名詞での後置修飾】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私はロンドンに住む友達が何人かいる。

□ 2. これは北海道に住む動物です。
□ 3. このコンピューターを昨日使った少年はトム
です。
□ 4. 上手にスペイン語を話すことができるその少
女はエミです。
□ 5. その公園を走っている少年をあなたは知って
いますか？
□ 6. あなたのお姉さんによって作られたそのケー
キは美味しかった。
□ 7. 彼女は私たちが好きな先生です。

□ 8. 京都はたくさんの人々が訪れる都市です。
□ 9. 彼らが昨日助けたその男の人は、そのとき幸せ
に見えた。
□ 10. あなたが先週買ったその本は、今人気です。

I have some friends who live in London.
＊ who の代わりに that も OK。
This is an animal which lives in Hokkaido.
＊ which の代わりに that も OK。
The boy who used this computer yesterday is
Tom. ＊ who の代わりに that も OK。
The girl who can speak Spanish well is Emi.
＊ who の代わりに that も OK。
Do you know the boy who is running in the park?
＊ who の代わりに that も OK。
The cake which was made by your sister was
delicious. ＊ which の代わりに that も OK。
She is a teacher that we like.
＊ that の代わりに who はダメ。
Kyoto is a city which many people visit.
＊ which の代わりに that も OK。
The man that they helped yesterday looked
happy then. ＊ that の代わりに who はダメ。
The book which you bought last week is popular
now. ＊ which の代わりに that も OK。

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【主語＋動詞、前置詞での後置修飾】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. あれは私のおばさんが毎日使うコンピュータ
ーです。 ＊ 2 通りで
□ 2. これらは私のおじさんが京都で撮った写真で
す。 ＊ 関係代名詞を使わずに
□ 3. 私たちが 2 週間前にここで会った人々は親切
だった。 ＊ 関係代名詞を使わずに

That is the computer which my aunt uses every day.
That is the computer my aunt uses every day.

These are pictures my uncle took in Kyoto.
The people we met here two weeks ago were
kind.

□ 4. 私は動物についての本が好きです。

I like books about animals.

□ 5. そのテーブルの上の辞書はあなたの物です。

The dictionary on the table is yours.

□ 6. その木の下の猫たちはかわいいです。

The cats under the tree are cute.

□ 7. 長い髪をしたその少年は誰ですか？

Who is the boy with long hair?

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【分詞での後置修飾】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 私は公園を走っているその少女を知っている。
＊ 関係代名詞を使わずに
□ 2. 私は日本で作られた車を買った。
＊ 関係代名詞を使わずに

I know the girl running in the park.

I bought a car made in Japan.

□ 3. 私はその走っている少女を知っている。

I know the running girl.

□ 4. あの壊された窓を見てください。

Look at that broken window.

□ 5. あの川で泳いでいるその少年は私の兄です。
＊ 関係代名詞を使わずに

The boy swimming in that river is my brother.

□ 6. その泳いでいる少年は私の兄です。

The swimming boy is my brother.

□ 7. これは去年彼女によって書かれた本です。

This is the book written by her last year.

□ 8. これは彼女が去年に書いた本です。

This is the book she wrote last year.

□ 9. 昨日彼によって伝えられた物語は面白かった。 The story told by him yesterday was interesting.

□ 10. 彼が昨日伝えた物語は面白かった。

The story he told yesterday was interesting.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【間接疑問】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 彼は誰ですか？ / 私は彼が誰か知りません。
□ 2. 彼女は何が好きですか？ / 私は彼女が何を好
きか知りません。
□ 3. あなたはどこに住んでいたのですか？ / 私は
あなたがどこに住んでいたのか知りません。
□ 4. あなたの誕生日はいつですか？ / 私はあなた
の誕生日がいつかを知りたいです。
□ 5. 誰がその窓を壊したのですか？ / 私は誰がそ
の窓を壊したのか知りません。
□ 6. 私はいつ始めるべきかわかりません。
＊ 2 通りで

Who is he? / I don’t know who he is.

What does she like? / I don’t know what she likes.
Where did you live? / I don’t know where you
lived.
When is your birthday? / I want to know when
your birthday is.
Who broke the window? / I don’t know who broke
the window.
I don’t know when to start.
I don’t know when I should start.

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【付加疑問】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. 彼らは医者ですよね？

They are doctors, aren’t they?

□ 2. 彼女は看護師じゃないですよね？

She isn’t a nurse, is she?

□ 3. トムは先生でしたよね？

Tom was a teacher, wasn’t he?

□ 4. トムとエミは家にいなかったですよね？

Tom and Emi weren’t at home, were they?

□ 5. あなたはテニスを好きですよね？

You like tennis, don’t you?

□ 6. 彼はサッカーが好きじゃないですよね？

He doesn’t like soccer, does he?

□ 7. エミはパーティーに来ましたよね？

Emi came to the party, didn’t she?

□ 8. あなたは北海道に住んでいなかったですよ
ね？

You didn’t live in Hokkaido, did you?

□ 9. あなたは英語を上手に話せますよね？

You can speak English well, can’t you?

□ 10. 彼女は外国に行かないつもりですよね？

She won’t go abroad, will she?

中学英文法総まとめ(いろいろな文) 氏名
【感嘆文】
取り組み方の例

解説動画

答え音声

① まずノーヒントで英作する
② 答え音声を見て訂正する
③ 意味不明なら解説動画を見る
④ 答え音声を聞き流して覚える
⑤ 答えを隠して復習する
⑥ 完璧！になったら□にチェック

□ 1. あなたはどれだけ幸運なんだ！

How lucky you are!

□ 2. あなたはなんて幸運な少年なんだ！

What a lucky boy you are!

□ 3. この花はどれだけ美しいんだ！

How beautiful this flower is!

□ 4. これはなんて美しい花なんだ！

What a beautiful flower this is!

□ 5. あれらの絵はどれだけ素晴らしいんだ！

How wonderful those pictures are!

□ 6. あれらはなんて素晴らしい絵なんだ！

What wonderful pictures those are!

