
(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-)学習日： 月 日 正解数 問／ 20 問

Ｄ1（基礎１） 指示語と代名詞
指示語(これ、あれ、それ)や代名詞(私、あなた、彼、彼女)などを学習しよう。

★ 日本語にしよう。
1 I am Tanaka. My first name is Keiko. Call me Kei, please.

( )田中です。（ ）名前は、景子です。（ ）「ケイ」と呼んでください。

2 Are you Ms. Star? Yes, I am.
( )スターさんですか？ はい、（ ）。

3 Are you from Australia? No, I'm not.
( )オーストラリアからみえたのですか？いいえ、（ ）。

4 This is your country. It is a beautiful country.
( )は( )の国です。（ ）はとても美しい国です。

5 America is my country. I love it very much.
アメリカは( )国です。（ ）は（ ）大好きです。

6 That's our classroom. We clean it every day.
( )は( )教室です。 （ ）は（ ）毎日掃除します。

7 Is this a park? Yes, it is.
( )は公園ですか？ はい、（ ）。

8 It's a big park. His sister often goes there after school.
( )大きい公園です。（ ）妹がよく（ ）放課後行きます。

9 Is that a school? No, it isn't.
( )学校ですか？ いいえ、（ ）。

10 It's a hospital. Her mother works there.
( )は病院です。（ ）お母さんが（ ）働いています。

11 Ms. Smith, this is my friend John. He likes you.
スミスさん、( )は（ ）友達のジョンです。（ ）は（ ）好きです。

12 He's from Canada. All of us like him.
( )はカナダ出身です。 （ ）全員が（ ）好きです。

13 She's our new English teacher. We like her.
( )は( )新しい英語の先生です。（ ）は（ ）好きです。

14 This is my picture. I drew it last Sunday.
( )は( )絵です。（ ）は（ ）先週の日曜日に描きました。

15 That is our cat. Your cat is bigger than ours.
( )は( )猫です。（ ）猫は（ ）より大きいです。

16 These are Jiro's dogs. He takes them for a walk every day.
( )は( )犬です。（ ）毎日（ ）散歩に連れて行きます。

17 Are those notebooks all yours? Yes, they are.
（ ）ノートは全部（ ）ですか？はい、（ ）。

18 This bag is not mine. It is Bill's.
（ ）鞄は（ ）ではありません。（ ）は（ ）です。

19 Do you know him? Yes. He is a famous soccer player.
（ ）は（ ）知っていますか？はい。（ ）有名なサッカー選手です。

20 We are free next Friday. Let's play tennis with us.
（ ）は次の金曜日暇です。 （ ）一緒にテニスをしましょう。

★ 次の問題に答えなさい。
日本語は濁音などを除いたあいうえお・・・・だけでも４５文字なのに、英語の単語は

たった２６文字のアルファベットが組み合わさってできています。
一文字だけで意味を表すアルファベットを２つあげなさい。



(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-) 解答

Ｄ１（基礎１） 指示語と代名詞
私I-my-me-mineI-my-me-mineI-my-me-mineI-my-me-mine あなたyou-your-you-yoursyou-your-you-yoursyou-your-you-yoursyou-your-you-yours 彼he-his-him-hishe-his-him-hishe-his-him-hishe-his-him-his 彼女she-her-her-hersshe-her-her-hersshe-her-her-hersshe-her-her-hers
それit-its-itit-its-itit-its-itit-its-it 私たちwe-our-us-ourswe-our-us-ourswe-our-us-ourswe-our-us-ours 彼（女）ら、それらthey-their-them-theirsthey-their-them-theirsthey-their-them-theirsthey-their-them-theirsを単
語として知っていないといけません。英語を学習するうえで、単語が基本です。
これ(this)これら(these)あれ(that)あれら(those)そこ(there)を確認しなさい。

★ 日本語にしよう。
1 I am Tanaka. My first name is Keiko. Call me Kei, please. 日本語では「私」「俺」などがありますが、英語はすべてＩ です。

（私は）田中です。（私の）名前は、景子です。（私を）「ケイ」と呼んでください。

2 Are you Ms. Star? Yes, I am. 日本語では相手のこと言うときに「きみ」「あなた」などがありますが、英語はどんな場合でも you です。
（あなたは）スターさんですか？ はい、（そうです）。=Yes, I am (Ms. Star).Yes, I am (Ms. Star).Yes, I am (Ms. Star).Yes, I am (Ms. Star).

3 Are you from Australia? No,I'm not. =No,I am not (from Australia).
（あなたは）オーストラリアからみえたのですか？いいえ、（ちがいます）。I'm= I amI'm= I amI'm= I amI'm= I am

4 This is your country. It is a beautiful country. thisthisthisthisををををititititにかえるにかえるにかえるにかえる。。。。
（これ）は（あなた）の国です。（それ）はとても美しい国です。

5 America is my country. I love it very much. my countrymy countrymy countrymy countryををををititititにかえるにかえるにかえるにかえる。。。。
アメリカは（私の）国です。（私）は（それ＜私の国＞が）大好きです。

6 That's our classroom. We clean it every day. our classroomour classroomour classroomour classroomををををititititにかえるにかえるにかえるにかえる。。。。
（あれ）は（私たちの）教室です。（私たち）は（それを）毎日掃除します。

7 Is this a park? Yes, it is. 日本語にはないが、aを数えられるものが１つ(人)のときに、その前に置く。
（これ）は公園ですか？はい、（そうです）。=Yes, it is (a park).=Yes, it is (a park).=Yes, it is (a park).=Yes, it is (a park).

8 It's a big park. His sister often goes there after school. go(es) there=go(es) to the big parkgo(es) there=go(es) to the big parkgo(es) there=go(es) to the big parkgo(es) there=go(es) to the big park
（それは）大きい公園です。（彼の）妹がよく（そこへ）放課後行きます。

9 Is that a school? No, it isn't. isn't = is not
（あれは）学校ですか？ いいえ、（ちがいます）。 =No, it isn't (a school).

10 It's a hospital. Her mother works there. there=at the hospital
（それ）は病院です。（彼女の）お母さんが（そこで）働いています。

11 Ms. Smith, this is my friend John. He likes you. ※日本語では「彼はあなたが好きです。」ともなるね。
スミスさん、（こちら）は（私の）友達のジョンです。（彼）は（あなたのことを）好きです。

12 He's from Canada. All of us like him. ※「私たちを」とは日本語はならないね。
（彼）はカナダ出身です。 （私たちの）全員が（彼のことが）好きです。

13 She's our new English teacher. We like her. ※「私たちは彼女を好きです。」でも可。
（彼女）は（私たちの）新しい英語の先生です。（私たち）は（彼女のことが）好きです。

14 This is my picture. I drew it last Sunday. myなどがあるときはaを付けない。×This is a my picture.
（これ）は（私の）絵です。（私）は（それを）先週の日曜日に描きました。 it=my picture

15 That is our cat. Your cat is bigger than ours. ours=our cat
（あれ）は（私たちの）猫です。（あなたの）猫は（私たちの＜猫＞）より大きいです。

16 These are Jiro's dogs. He takes them for a walk every day. them=Jiro's dogs
（これら）は（ｼﾞﾛｰの）犬です。（彼は）毎日（それらを）散歩に連れて行きます。

17 Are those notebooks all yours? Yes, they are. =Yes,they(=those notebooks) are (all mine).
（あれらの）ノートは全部（あなたのもの）ですか？はい、（そうです）。

18 This bag is not mine. It is Bill's. 人の名前に'sを付けると「・・・の(もの)」という意味
（この）鞄は（私のもの）ではありません。（それ）は（ビルのもの）です。

19 Do you know him? Yes. He is a famous soccer player.
（あなた）は（彼を）知っていますか？はい。（彼は）有名なサッカー選手です。

20 We are free next Friday. Let's play tennis with us. with,to,for,fromなど（前置詞）の後は、me,you,him,her,it,us,them
（私たち）は次の金曜日暇です。（私たちと）一緒にテニスをしましょう。

★ 次の問題に答えなさい。
日本語は濁音などを除いたあいうえお・・・・だけでも４５文字なのに、英語の単語は

たった２６文字のアルファベットが組み合わさってできています。
一文字だけで意味を表すルファベットを２つあげなさい。 → ａ（ひとつの） Ｉ（私）



(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-)学習日： 月 日 正解数 問／ 20問

Ｃ１９（標準１９） 不定詞２
不定詞（to+動詞の原形）の「～すること」「～するために」以外の使い方を学習しよう。

★ { }内の語句を並べ替えて英文を完成させよう。

1 {books / like / I / read / to }. 私は本を読むこと読むこと読むこと読むことが好きです。

2 {I / want / the song / listen / to / to}. 私はその歌を聴き聴き聴き聴きたい。

3 {English / to / speak / is / for / me / difficult }. 英語を話すこと話すこと話すこと話すことは、私にとって難しい。

4 {a lot of things / have / to / do / I }. 私はすることすることすることすることがたくさんあります。

5 {think of / I / her / problems / told / to }. 私は彼女に考えるべき考えるべき考えるべき考えるべき問題を教えた。

6 {something / she / has / to / buy }. 彼女は何か買う買う買う買うものがあります。

7 {I / play / a good place / to / baseball / know }.私は野球をするするするするよい場所を知っています。

8 {give / please / something / to / drink / me }. 私に何か飲みべ飲みべ飲みべ飲みべ物をください。

9 {want / to / something / I / hot / eat }. 私は何か温かい食べ食べ食べ食べ物が欲しい。

10 {I / the shop / went / to / to / you / see }. 私は君に会うために会うために会うために会うためにその店へ行ったんだ。

11 {I'll/ early/ breakfast/ get/ up/ to/ make } tomorrow. 私は明日、朝食を作るために作るために作るために作るために早起きをするつもりだ。

12 {I / have / am / to / a chance / glad }. チャンスがあってあってあってあって嬉しい。

13 {was / I / surprised / hear / that / to }. 私はそれを聞いて聞いて聞いて聞いて驚きました。

14 {I / you / happy / to / see / am }. 君に会えて会えて会えて会えてうれしい。

15 {he / excited / to / read / was / the / book }. 彼はその本を読んで読んで読んで読んでわくわくした。

16 {feel / good / be / here / to / with / friends / I }.友達と一緒にここにいられていられていられていられて気分がいい。

17 {happy / to / get / a nice present / you / were }? 君は素敵なプレゼントをもらえてもらえてもらえてもらえて幸せでしたか。

18 {I / was/ yes / , } はい。 {I / no / wasn't / , } いいえ。

19 {is / difficult / me / to / for / drive / a car / it }. 私にとって車を運転すること運転すること運転すること運転することは難しい。

20 {is / easy / write / kanji / it / to }. 漢字を書くこと書くこと書くこと書くことは簡単です。

★ことわざを訳そう！日本語にも同じ内容のことわざがあります。それは何かな？

”There is no pleasure without pain.”（pleasure＝楽しみ pain＝痛み）



(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-) 解答

Ｃ１９（標準１９） 不定詞２
不定詞とは、「～する」の意味を持つ動詞を、「～すること」という名詞の働きや、「～するため
に」の副詞の働きをするものです。それ以外にも、「～する（ための）…」「～すべき…」を表す形
容詞の働きや、「～して」などを表す副詞の働きもあります。

★ { }内の語句を並べ替えて英文を完成させよう。
＊＊＊＊不定詞 (to +to +to +to + 動詞動詞動詞動詞の原形) の‘to’には４つの訳し方があります。

1 {I like to read books}.
私は本を読むこと読むこと読むこと読むことが好きです。

2 {I want to listen to the song}.
私はその歌を聴き聴き聴き聴きたい。

3 {To speak English is difficult for me}.
英語を話すこと話すこと話すこと話すことは、私にとって難しい。

4 {I have a lot of things to do}.
私はすることすることすることすることがたくさんあります。

5 {I told her problems to think of}.
私は彼女に考えるべき考えるべき考えるべき考えるべき問題を教えた。

6 {She has something to buy}.
彼女は何か買う買う買う買うものがあります。

7 {I know a good place to play baseball}.
私は野球をするするするするよい場所を知っています。

8 {Please give me something to drink}.
私に何か飲み飲み飲み飲み物をください。

9 {I want something hot to eat}.
私は何か温かい食べ食べ食べ食べ物が欲しい。

10 {I went to the shop to see you}.
私は君に会うために会うために会うために会うためにその店へ行ったんだ。

11 {I'll get up early to make breakfast}tomorrow.
私は明日、朝食を作るために作るために作るために作るために早起きをするつもりだ。

12 {I am glad to have a chance}.
チャンスがあってあってあってあって嬉しい。

13 {I was surprised to hear that}.
私はそれを聞いて聞いて聞いて聞いて驚きました。

14 {I am happy to see you}.
君に会えて会えて会えて会えてうれしい。

15 {He was excited to read the book}.
彼はその本を読んで読んで読んで読んでわくわくした。

16 {I feel good to be here with friends}.
友達と一緒にここにいられていられていられていられて気分がいい。

17 {Were you happy to get a nice present}?
君は素敵なプレゼントをもらえてもらえてもらえてもらえて幸せでしたか。

18 {Yes, I was}. {No, I wasn't}.
はい。 いいえ。

19 {It is difficult for me to drive a car}. ①の用法を使った役立つ表現
私にとって車を運転すること運転すること運転すること運転することは難しい。 It is … (for + (人)) to ～

20 {It is easy to write kanji}. 「（(人)にとって）～することは……である。」

漢字を書くこと書くこと書くこと書くことは簡単です。

★楽あれば苦あり。（痛み無くして楽しみはない 世の中は楽な事ばかりではない）

① （名詞的用法）

その他、訳し方に工夫が必要なものもあ

る。

(例) want to drink

②

（形容詞的用法）

と訳して、前にある人、物、事柄をあらわす

語（名詞）にかかる。

（例） a book to read

(本) (読むための)

a place to play tennis

(場所) （テニスをするための）

③

（副詞的用法その１）

と訳して、動詞にかかる。

（例） I went・・・・ to buy a book

(行った) (本を買うために)

④

（副詞的用法その２）

と訳して、感情をあらわす語にかかる。

（例） I am happy to see you

(幸せ) (君に会えて)



(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-)学習日： 月 日 正解数 問／ 20問

Ｂ１６（挑戦１６） 比較級
比較級(比べるとき）と最上級（一番・・・）はどうやってつくるのか理解しよう！

★ 英作文してみよう。

1 彼は背が高い。
He is ( ).

2 彼は私と同じくらい背が高い。
He is ( )( )( )me.

3 彼は私より背が高い。
He is ( )( ) me.

4 彼はクラスで一番背が高い。
He is ( )( ) in the class.

5 その犬は年をとっている。
The dog is ( ).

6 その犬は私と同じ年だ。
The dog is ( )( )( )me.

7 その犬は私より年をとっている。
The dog is ( )( ) me.

8 その犬は３匹の中で一番年をとっている。
The dog is ( )( )( ) the three dogs.

9 ジェーンは速く走る。
Jane runs ( ).

10 ジェーンはエミリーより速く走る。
Jane runs ( )( ) Emily.

11 ジェーンはチームで一番速く走る。
Jane runs (the) ( )( ) the team.

12 このコンピュータは私のより使いやすい。
This computer is ( )( )( ) mine.

13 このコンピュータは世界で一番使いやすい。
This computer is ( )( )( )( ) the world.

14 エミリーはあなたより若いですか？
Is Emily ( )( ) you?

15 エミリーはあなたの家族で一番若いですか？
Is Emily ( )( )( ) your family?

16 彼の（より若い）弟はトムです。
His ( ) brother is Tom.

17 私の父は忙しい。
My father is ( ).

18 私の父は家族で一番忙しい。
My father is ( )( )( ) my family.

19 私はその店で安いＣＤを買いたい。
I want to buy a ( ) CD at the shop.

20 私はその店で一番安いＣＤを買いたい。
I want to buy ( )( ) CD at the shop.

★次の問題に答えなさい 英語で「確実である」は次のうちどれでしょう？

１．it's in the bag ２．it's in the wallet ３．it's in the car

４．it's in the safe



(^o^)ステップアップ学び＜英語＞(^_-) 解答

Ｂ１６（挑戦１６） 比較級
状態や様子を「比べる」にはer, 「一番」にはestを付けます。 erをつけるかわ
りにmoreを前に置いたり、estをつけるかわりにmostを前に置くこともあります。

★ 英作文してみよう。

1 彼は背が高い。
He is (tall). 原級（形容詞）＝比較無し 現実をそのまま書いているだけ

2 彼は私と同じくらい背が高い。
He is (as)(tall)(as)me. as 原級 as で「同じくらい～」という意味

3 彼は私より背が高い。. 比較級＝彼と私の２人を比較
He is (taller) (than) me.

＊形容詞や副詞にerやestをつけると比較級、最上級
4 彼はクラスで一番背が高い。 になる。

He is (the) (tallest) in the class. 最上級＝彼と３人以上を比較した中で「一番～」
"the ～est"

5 その犬は年をとっている。
The dog is (old). 原級

6 その犬は私と同じ年だ。
The dog is (as)(old)(as) me. as 原級 as で「同じくらい～」という意味

7 その犬は私より年をとっている。
The dog is (older) (than) me. 比較級 thanは「～と比べて」と覚えよう

8 その犬は３匹の中で一番年をとっている。
The dog is (the) (oldest) (of) the three. 最上級 （the付き）

9 ジェーンは速く走る。
Jane runs (fast). 原級（副詞＝「…な風に （～する）」）

10 ジェーンはエミリーより速く走る。
Jane runs (faster) (than) Emily. 比較級（副詞＝「より…な風に （～する）」

11 ジェーンはチームで一番速く走る。
Jane runs (the) (fastest) (in) the team. 最上級（副詞＝「最も…な風に （～する）」

12 このコンピュータは私のより使いやすい。a,i,u,e,oが３つ以上ある形容詞、副詞の場合
This computer is (more) (useful) (than) mine.形容詞や副詞にmore, mostをつけて

比較級や最上級の表現をつくる。
13 このコンピュータは世界で一番使いやすい。 （最上級はtheをわすれないように）

This computer is (the) (most) (useful) (in) the world.

14 エミリーはあなたより若いですか？
Is Emily (younger) (than) you? 比較級（形容詞）

15 エミリーはあなたの家族で一番若いですか？
Is Emily (the) (youngest) (in) your family? 最上級（形容詞）

16 彼の（より若い）弟はトムです。
His (younger) brother is Tom. 比較級の語を形容詞として使う

17 私の父は忙しい。
My father is (busy). 普通の文章 busyは形容詞

18 私の父は家族で一番忙しい。
My father is (the) (busiest) (in) my family. 最上級（形容詞）

19 私はその店で安いＣＤを買いたい。
I want to buy a (cheap) CD at the shop. 普通の文章 cheapは形容詞

20 私はその店で一番安いＣＤを買いたい。
I want to buy (the) (cheapest) CD at the shop. 最上級（形容詞）

★次の問題に答えなさい 英語で「確実である」は次のうちどれでしょう？

①．it's in the bag ２．it's in the wallet ３．it's in the car ４．it's in the safe


