
英語の発音 �  4巻 

頭 1 ･ 2 年の復習 �  8

1   章　動詞 �  16
A  be  動詞（現在，過去），There is ～.  の文
B  一般動詞（現在，過去）
C  進行形（現在進行形，過去進行形）
D  命令文

2   章　未来の文，助動詞 �  26
A  will，be going to ～
B  can，could，may，might
C  must，have to ～，should
D  shall，would
E  had better ～，used to ～，ought to ～

まとめのテスト①（ 1章〜 2章） �  38

3   章　名詞，冠詞 �  40
A  数えられる名詞
B  数えられない名詞
C  冠詞

4   章　代名詞  �  48
A  人称代名詞，所有代名詞，再帰代名詞
B  指示代名詞，不定代名詞，it  の特別用法

5   章　形容詞，副詞 �  54
A  注意すべき形容詞の用法
B  注意すべき副詞の用法

6   章　比較 �  60
A  比較級と最上級の作り方
B  比較級を使った比較
C  最上級を使った比較
D  原級を使った比較
E  like ～ better〔the best〕，
  疑問詞を使った比較の文
F  比較の慣用表現
G  比較の書きかえ

まとめのテスト②（ 3章〜 6章） �  72

7   章　基本文型 �  74
A  第１文型（SV）/ 第２文型（SVC）
B  第３文型（SVO）/ 第４文型（SVOO）
C  第５文型（SVOC）

8   章　受動態 �  80
A  現在と過去の受動態
B  注意すべき受動態 ―１
C  注意すべき受動態 ―２

まとめのテスト③（ ７章〜 ８章） �  90

9   章　現在完了⑴ �  92
A  継続
B  経験
C  完了・結果

10   章　現在完了⑵ �  101
A  現在完了のまとめ
B  現在完了進行形

まとめのテスト④（ 9章〜10章） �  107

11   章　不定詞⑴ �  109
A  名詞的用法
B  副詞的用法
C  形容詞的用法

12   章　不定詞⑵ �  115
A  疑問詞＋to ～，It ... (for〔of〕 ―) to ～.
B  ask〔tell / want〕＋目的語＋to ～
C  too ... to ～，enough to ～
D  not to ～，原形不定詞

13   章　動名詞 �  126
A   動詞の目的語になる動名詞，
 動名詞と不定詞
B    主語・補語・前置詞の目的語になる
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まとめのテスト⑤（11章〜13章） �  132

14   章　分詞 �  134
A  現在分詞の形容詞的用法
B  過去分詞の形容詞的用法

15   章　関係代名詞⑴ �  140
A  主格の関係代名詞
B  目的格の関係代名詞

16   章　関係代名詞⑵ �  148
A  所有格の関係代名詞
B  that  の用法，前置詞＋関係代名詞

17   章　いろいろな疑問文 �  154
A  間接疑問文
B  付加疑問文
C  否定疑問文，その他の疑問文

18   章　仮定法 �  164
A  仮定法過去
B  I wish＋仮定法過去

まとめのテスト⑥（14章〜1８章） �  170

19   章　接続詞 �  172
A  接続詞  that
B  副詞節を導く接続詞
C  接続詞の注意すべき用法

20   章　前置詞 �  182
A  時を表す前置詞
B  場所・方向を表す前置詞
C   その他の前置詞，前置詞の注意すべき用法

21   章　会話表現 �  190
A  日常会話でよく使う表現
B  感嘆文

22   章　重要な連語 �  196
A  動詞の働きをする連語 ―１
B  動詞の働きをする連語 ―２
C  形容詞・副詞の働きをする連語，
  その他の重要な連語

23   章　発音・アクセント・文の読み方 �  204
A  単語の発音
B  単語のアクセント
C  文の読み方

指導要領外の文法 �  210

巻 

末

対話文読解 �  226

長文読解 �  229

◦総合問題 �  237
総合問題①～②

リスニング問題 1〜 ８  �  243

基本文のまとめ �  251
重要語句チェックコーナー �  254
不規則動詞活用表 �  256

巻頭の「英語の発音」には音声と動画を，基本文・読解問題・リスニング問題などには音声を，WEB
上に用意しています。下記 3つのいずれかの方法を選んでご利用ください。
1.ARアプリの使用　2.QRコードの読み取り　3.URL（https://www.kyo-kai.co.jp/sh/E20/top3E.html）の入力
※WEBサイトへアクセスする際の通信料はお客様負担となります。

ＡRの使い方　①スマートフォンやタブレットなどで
「App Store」または「Google Play ストア」から，
「COCOAR2」を検索しアプリをダウンロードします。
②アプリを起動します。
③  や  のマークがあるページ全体にカメラをかざす
と音声や動画のあるWEBサイトへアクセスできます。
※読み取れない場合は，カメラを近づけたり離したりしてみて
ください。

音声・動画について

○学習内容　be動詞（現在，過去），There is～.の文，一般動詞（現在，過去），進行形（現在，過去），命令文

A 　 be 動詞（現在，過去），There is 〜. の文 � Key Sentences

１	 My father is a doctor. 私の父は医者です。

２	 I was busy last week. 私は先週，忙しかった。

３	 We are not junior high school students. 私たちは中学生ではありません。

４	 Were you at home yesterday ? あなたは昨日，家にいましたか。
 　Yes, I was. / No, I wasn’t. 　はい，いました。/ いいえ，いませんでした。

５	 There is a library near my school. 私の学校の近くに図書館があります。

６	 There weren’t any children in the park. 公園には子どもが 1人もいませんでした。

７	 How many months are there in a year ? 1 年は何か月ありますか。

①　be動詞の形と意味

　ア　現在形……am，are，is　「〜です，〜にあります〔います〕」
　イ　過去形……was，were　「〜でした，〜にありました〔いました〕」
②　否定文……〈主語＋be動詞＋not〜.〉

③　疑問文……〈be動詞＋主語〜 ?〉　答えるときも be動詞を使う。

④　There is〔are〕 〜.の文……「…に〜があります〔います〕」　過去の文は There was〔were〕 〜.

　ア　否定文……〈There＋be動詞＋not〜.〉

　　　　　　　　「 1 つ〔 1人〕も～ない」は not any～ または no～。

　イ　疑問文……〈be動詞＋there〜 ?〉

　ウ　〈How many＋名詞の複数形＋are there ... ?〉「いくつ～がありますか」
　　　〈What is＋場所を表す語句 ?〉「～に何がありますか」
　　　What’s in the box ? ── There’s a book.　（箱の中に何が入っていますか。 ── 本が入っています。）

A確認問題

▲

1 次の文の（　）内から適する語を選び，○でかこみなさい。
⑴　（Is，Are，Were） that bike yours ? ── No, it （aren’t，isn’t，wasn’t） mine.

⑵　Bill and Ted （is，am，are） good friends. They （was，were，are） in the same class last year.

⑶　（Is，Are，Am） you free today ? ── Yes, but I （am，are，was） busy yesterday.

⑷　My brother （is，was，were） in Kyoto last week, but he （is，am，was） in Tokyo now.

2 次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　There’s a picture on the wall. （ ）

⑵　How many girls are there in your class ? （ ）

主語 現在 過去

I am
was

3 人称･単数 is

you，複数 are were

注意
There is〔are〕のあとには不
特定の名詞がくる。
×  There is my pen on the 

desk.　  特定の名詞

○My pen is on the desk.

16

第1章 動　詞

 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
QRコードからも同じ音声が聞けます。
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