
コミュニケーション英語Ⅰ 休校中追加課題 

「中学英文法の復習／重要英単語」 
○高校で習う英文法の約８０％は、実は中学校で学習済みです。 

 今回の追加課題「中学英文法の復習」では、そんな中学英文法を復習できるような問題をまとめてみました。 

 自分が理解できていない部分・克服しなければならない部分はどこかを把握しましょう！！ 

○英語の学習において、語彙力はとても大切です。問題を解き、自分がどれくらいの単語を知っているのか 

 チェックしてみましょう。（出題範囲・単語帳 Cheerの P90～P142） 

 ※ ノートに解いて（書くのは問題番号と答えのみで OK）、休校明けに提出した生徒については加点とします。 

※ 解答は最後のページにあります。 

 

中学英文法の復習 （全１００問） 

 

1 am, are, is  

01 あれはあなたの傘です。 (          ) (          ) your umbrella. 

02 この人は岸辺さんです。彼女は背が高いです。 This is Mr. Kishibe. (         ) tall. 

03 彼の家は丘の上にあります。 ( her / his / is / the hill / house / on) ※１語不要 

  ____________________________________________________________________________________________________. 

04 あなたは今、自分の部屋にいますか。    (         ) you in your room now? 

2 一般動詞 

05 あなたたちは授業で iPad を使いますか。  

(          )(          ) (          ) an iPad in class? 

06 彼は花が好きですか。 (           )(           )(            ) flowers? 

07 I often watch videos on YouTube before supper. (主語を Ken に変えて書きかえなさい。) 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

08 Peter carries heavy boxes. ( 主語を Peter and Mary に変えて書きかえなさい。) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

3 命令文 

09 立ちなさい。 (          ) (          ). 

10 気をつけなさい。(         ) careful. 

11 この公園で野球をしてはいけません。 (          )(          ) baseball in this park. 

12 ちゃんと聞きなさい。 (carefully / you / listen). ※１語不要。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

4 疑問詞で始まる疑問文       

13 だれがこの部屋を掃除しますか。 (          ) (          ) this room? 

14 これは何ですか。(          ) is this? 

15 あなたはどの電車に乗りますか。 (          ) (          ) do you take? 

16 あなたはいつバレーをしますか。 (         ) (         ) you play volleyball? 

17 タクはどこに住んでいるのですか。 (         )(         ) Taku live? 

18 あれはだれの席ですか。 (          )(           ) is that? 

19 ( this butterfly / catch / caught / where / did / he)?  ※１語不要。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 



5 過去 

20 彼女は友達と楽しい時間を過ごしました。 She (        ) a good time with her friends. 

21 Ken __________________ __________________ angry. (is not) ←過去形に直して空欄に入れなさい。 

22 They ran to the station. ←疑問文に書きかえなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

23 Tom made this chair by himself. ←否定文に書きかえなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

24 He wasn’t free last weekend. ←主語を You に変えて書きかえなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

6 進行形 

25 レベッカは日本語を勉強しているところです。 Rebecca (         )(         ) Japanese. 

26 私は自分の部屋で寝ていました。 I (        )(          ) in my room. 

27 He waits for his friend. ←進行形の文に書きかえなさい。書きかえられなければ、×を記入しなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

28 My mother likes omelets. ←進行形の文に書きかえなさい。書きかえられなければ、×を記入しなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

29 私の猫は庭で走っています。 ←英語になおしなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

7 There is(are)～ 

30 花びんには花がたくさん入っています。(         )(         ) many flowers in the vase. 

31 このあたりに駅はありません。 (          )(          ) a station around here. 

32 音楽室には楽器がいくつかありますか。(in / are / how / there / many / the music room / musical instruments)? 

   ____________________________________________________________________________________________________? 

33 駅前には店がありませんでした。 (of / in / no / there / the station / front / were / shops). 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

8 助動詞 

34 この本を借りてもいいですか。 (          ) I (          ) this book? 

35 私は宿題をしなくてはなりません。 I (          ) (          ) my homework. 

36 踊りましょうか。 (          )  (          ) dance? 

37 He can swim fifty meters. ←be 動詞を用いて同じ意味の文に書きかえなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

38 病院では走ってはいけません。 You (          )(         ) run in the hospital. 

39 ( play / plays / he / guitar / can / the ) ※１語不要 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

40 ビリーは疲れているにちがいありません。 ( must / is / tired / Billy / be ) ※１語不要 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

9 未来 

41 彼はこの曲を歌う予定です。 He (        ) (         ) to sing this song. 

42 私は明日ホストファミリーに会う予定です。 I (      )(        ) to meet my host family. 

43 明日は曇りでしょう。 It (         ) be cloudy tomorrow. 

44 Your father will come home at eight tonight.  ←疑問文に書きかえなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 



45 I will forget my schooldays. ←否定文に書きかえなさい。 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

10 不定詞・動名詞 

46 僕は野球をするために公園へ行きました。I went to the park (        )(         ) baseball. 

47 私は今日、早く帰りたいです。 I want (        )(         )home early today. 

48 私は音楽を聴くのが好きです。 I like (         ) to music. 

49 僕達を手伝ってくれてありがとう。 Thank you for (          ) us. 

50 私にはするべき宿題がたくさんあります。 ( have / homework / I / of / lot / do / a / to ) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

51 この物語は理解するのが難しい。 (understand / is / story / difficult / this / to) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

52 ( enter / Taro / a / studies / high school / hard ). ※１語不足しています 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

53 休憩をとりたいです。 I would (        )(        ) take a break. 

11 接続詞 

54 あなたは優しいから、みんなあなたのことが好きだ。You are gentle, (        ) everyone likes you. 

55 ここでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか。  For here (       ) to go? 

56 ソファに座っているうちに、私は眠くなりました。(        ) I was sitting in the sofa, I became 

sleepy. 

57 食事をとるまえに手を洗いなさい。 Wash your hands (         ) you eat something. 

58 タカはとてもかっこいいと思う。 I think (        ) Taka is very cool. 

59 I’ll (if / stay / tomorrow / it / home / rains).  

   I’ll _______________________________________________________________________________________________ 

60 一生懸命練習しなさい、そうすれば彼に勝てるよ。 

  Practice hard, (       ) you can win him. 

12 比較 

61 母は父よりも若い。 My mother is (       )(       ) my mother. 

62 この橋はあの橋よりも長い。 (is / one / bridge / that / this / than / longer). 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

63 私にとって英語は数学よりも難しい。  

   English is (        )(         ) than Math for me. 

64 私はスケートよりもスキーが好きです。 

  I like skiing (        )(         ) skating. 

65 2 月はすべての月の中で最も寒い月です。 

  February is (        )(         ) month of all. 

66 大阪は兵庫ほど大きくありません。 

  Osaka is (        )(         ) large (        ) Hyogo. 

67 台湾では野球とサッカー、どちらのほうが人気がありますか。 

  (       ) is more popular in Taiwan, baseball (       ) soccer? 

13 現在完了 

68 トミーは 2 時間彼の部屋で勉強している。 

  Tom (         )(          ) in his room for 2 hours. 



69 私は以前、あなたの父親に会ったことがある。 (met / before / father / have / your / I) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

70 私はすでにこの本を読んでいる。 (already / this / I / read / book / have) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

71 私は 2015 年からこの町に住んでいる。  

   I (        )(        ) in this town (        ) 2015. 

72 Bob has watched TV for two hours. ←下線部を尋ねる疑問文をつくりなさい。 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

73 これまでに香港へ行ったことがありますか。 

  (         )(        )(         )(         ) to Hong Kong? 

74 私はまだ図書館に本を返していない。 (returned / to / yet / I / the books / haven’t / the library) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

75 あなたは何回そこへ行きましたか。 (       )(        ) (       ) have you been there? 

14 受動態(受け身形) 

76 英語は世界中で話されている。English (        )(        ) all over the world. 

77 この本は中国語で書かれている。 This book (        )(        ) in Chinese. 

78 すべての窓が閉められた。 All the windows (        )(        ). 

79 私はその知らせにとても驚いた。 I (        ) very (        )(      ) the news. 

80 最初のコンピューターはいつ作られましたか。 (the first / was / made / when / computer)? 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

15 文型 

81 ショウキは私に花をくれた。 (me / flowers / Shoki / some / gave) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

82 担任の先生は私たちに昔のアルバムを見せてくれた。 (classroom teacher / us / our / an old / showed / album) 

   _________________________________________________________________________________________________________________ 

83 祖父は私に自転車を買ってくれた。 (grandfather / me / a bike / bought / my) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

84 私の夢は世界中を旅することです。 (travel / the world / dream / my / is / to / around) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

85 彼らの曲は私たちを幸せにしてくれる。 (make / happy / their / us / songs) 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

16 分詞-形容詞的用法- 

86 輝いている星は美しい。 (         )(          ) are beautiful. 

87 めがねをかけている女の人は私のおばです。 

  The (          )(          ) glasses is my mother. 

88 これは台湾製のテレビです。 This is a TV (        )(        ) Taiwan. 

89 ボールを投げているあの男の子はだれですか。 (that / a ball / who / boy / is / throwing)? 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

90 これは 1500 年に建てられたお城です。 (is / this / in / the castle / built / in ) 1500. 

   _____________________________________________________________________________________________________ 

17 関係代名詞 

91 私には台北に住んでいる友人がいる。 I have a (      )(      )(      ) in Taipei. 



92 あれが九份行きのバスです。 That is the (       )(      )(       ) to Jiufen. 

93 これらは私が台湾滞在中に撮った写真です。 These are the (       ) (       ) I took during 

my stay in Taiwan. 

94 シェイクスピアは 1564年生まれの偉大な作家だ。 

Shakespeare is a great writer (      )(      ) (      )in 1564. 

18 その他 

95 私は今何をすべきかわからない。 I don’t know  (      )(      ) (      ) now. 

96 私はそれほど疲れていない。 I am (      )(       ) tired. 

97 男の子はみんなサッカーが好きなわけではない。 (       )(        ) boys like soccer. 

98 忠告ありがとう。 Thank you (       ) your advice. 

99 あなたは何を探しているの。 What are you looking (       )? 

100 JUN は時間通りに到着した。 Jun arrived (       )(        ). 

 

重要英単語 （全１００問） (単語帳 Cheer P90 ～P145 より出題しています) 

※選択肢があるものは答えを４つのうちから選びなさい。ないものは指定された頭文字からはじまる語を書きなさい。 

 

101 My hobby is (        ) beautiful post cards. 私の趣味は綺麗なはがきを集めることだ。 

  [ viewing / staying / collecting / waking ] 

102 She (       ) up in the dark.  彼女は暗闇で目を覚ました。 

  [ rang / woke / tired / stopped ] 

103 I (       ) a birthday present from Wang. 私はワンから誕生日プレゼントを受け取った。 

   [ bought / received / given / brought ] 

104 Jill (e      ) the room quietly.  ジルは静かに部屋に入った。 

105 Can you see that small (       )? あの小さい島が見えますか。 

  [ land / earth / island / soil ] 

106 My family eat only (        ) foods. 私の家族は自然食品しか食べない。 

   [ natural / artificial / homemade / icy ] 

107 You can see a lot of (w      ) birds around the lake. 

  その湖のまわりでは、たくさんの野鳥を見ることができる。 

108 I’m going to make a shirt out of this (       ). 私はこの布からシャツを作るつもりです。 

    [ olive / string / waffle / cloth ] 

109 There was heavy (       ) on the way to the station. 駅に行く途中で交通が混雑していた。 

  [ railroad / underground / traffic / heaven ] 

110 Mr. Stone teaches world (h      ) at our school. ストーン先生は私たちの学校で世界史を教えている。 

111 Lisa got a perfect (s      ) on the exam. リサは試験で満点をとった。 

112 Patty entered (u       ) last year. パティは昨年大学に入学した。 

113 The students kept (       ) and listened to the teacher. 生徒たちは静かにして、先生の話を聞いた。 

  [ noisy / loud / quiet / middle ] 

114 He is a (s      ) walker. 彼は歩くのが遅い。 

115 He always makes a (q      ) decision. 彼はいつも迅速な決定をする。 

116 It is (t       ) that James is a singer. ジェームズが歌手だというのは本当だ。 

117 Tell me the (       ) rules of this game. このゲームの基本ルールを教えて。 



  [ basic / hard / extra / always] 

118 It is (c      ) that she loves you. 彼女があなたを愛しているのは明らかだ。 

119 I (       ) the dish on the floor. 私は床に皿を落とした。 

  [ fell / broke / lasted / dropped ] 

120 We need a good (l      ). 私たちはよき指導者が必要だ。 

121 The number of Internet (u    )s is increasing. インターネットの利用者数は増加している。 

122 She became a national (h     ). 彼女は国民的英雄になった。 

123 The little boy talks like an (a     ). その幼い少年は大人のように話す。 

124 My (b      ) type is A.  私の血液型は A 型だ。 

125 Wild animals are influenced by (h     )s. 野生動物は人間の影響を受ける。 

126 James gave a (g     ) to his father, ジェームズはお父さんに贈り物をあげた。 

127 (A      )s will happen. 事故は起こるものである。 

128 I had a (h       ) yesterday. 私は昨日、頭痛がした。 

129 My grandfather (d     ) of cancer. 私の祖父はがんで死んだ。 

130 Hiroko (m     ) an American.  ヒロコはアメリカ人と結婚した。 

131 This shirt is (c     ).  このシャツは安い。 

132 He became (r     ).  彼は金持ちになった。 

133 The air is very (d     ) today. 今日は空気がとても乾燥している。 

134 The airplane (a      ) at Narita Airport. その飛行機は成田空港に到着した。 

135 They (b     ) to dance. 彼らは踊り始めた。 

136 This rose (      )s sweet. このバラは甘い香りがする。 

   [ taste / sound / smell / give ] 

137 Sandra (d     ) a picture of my dog. サンドラは私の犬の絵を描いた。 

138 (A     ) is long, life is short. 芸術は長く、人生は短い。 

139 They often go to see Hollywood (f     )s. 彼らはよくハリウッド映画を観に行く。 

140 They made a (m     ) of the new shopping center. 彼らは新しいショッピングセンターの模型を作った 

141 Please tell me the (t     ) about the news. そのニュースの真実を私に話してください。 

142 I didn’t know the (f     ) that he was married. 私は彼が結婚しているという事実を知らなかった。 

143 I know the (r     ) for his anger. 私は彼の怒りの理由を知っている。 

144 The boxer’s (b     ) was damaged in the match. そのボクサーの脳は試合で損傷を受けた。 

145 My father got a new (j    ).  父は新しい仕事を得た。 

146 We went to the restaurant on (b      ). 私たちは仕事でそのレストランに行った。 

147 The (p     ) of this sofa is $800. このソファの値段は 800 ドルです。 

148 That man has great (p     ).  あの男性は素晴らしい能力を持っている。 

149 He had a (c     ) to meet the musician. 彼はその音楽家と会う機会があった。 

150 Kim showed me a new (t     ) of cellphone. キムは私に新型の携帯電話を見せた。 

151 French is the (o     ) language in this country. この国ではフランス語が公用語である。 

152 This city is a center of (       ) trade. この都市は国際貿易の中心地だ。 

  [ universal / overlapping / international / national] 

153 I’ve made a (s      ) soup for you. あなたのために特別なスープを作りました。 

154 He was (k     ) in a traffic accident. 彼は交通事故で亡くなった。 

155 The accident (h     ) on Sunday. その事故は日曜日に起こった。 



156 The Internet is a huge (n      ) of computers. インターネットはコンピューターの巨大なネットワークだ。 

157 I left my (m       ) phone somewhere. 携帯電話をどこかに置いてきてしまった。 

158 He raised his (v     ). 彼は声を張り上げた。 

159 I (c     ) out the new restaurant last night. 昨晩その新しいレストランを調べて確認してみた。 

160 Justin often (t      )s abroad. ジャスティンはよく海外へ旅行する。 

161 The purpose of my trip is (s        ). 私の旅行の目的は観光です。 

162 I want to visit the British (M      ). 私は大英博物館を訪れたい。 

163 This cake is very (s      ). このケーキはとても甘い。 

164 Today is a (p      ) day for hiking. 今日はハイキングに最適の日だ。 

165 This route is (s      ) for climbers. このルートは登山者にとって安全だ。 

166 My grandmother looks very (h      ). 私の祖父はとても健康に見える。 

167 A bird was singing at the (t     ) of the tree. 木のてっぺんで 1 羽の鳥がさえずっていた。 

168 She was sitting in the (m       ) of us. 彼女は私たちの真ん中に座っていた。 

169 The tower stands in the (c      ) of the city. その塔は町の中心に建っている。 

170 There is a hospital at the next (c       ). 次のかどに病院がある。 

171 The children sat on the (f      ). 子どもたちは床に座った。 

172 Cupid is the (g      ) of love. キューピッドは恋愛の神だ。 

173 Do you believe in (g     )s?  幽霊の存在を信じますか。 

174 It is said our (s      )s go to heaven after death. 私たちの魂は死後天国へ行くと言われている。 

175 There was (n      ) in the room. 部屋にはだれもいなかった。 

176 Charlie sends Susan an e-mail (o     ) a day. チャーリーは日に一度スーザンにメールを送る。 

177 I go swimming (t     ) a week. 私は週に 2 回泳ぎに行く。 

178 She spent (a      ) all the money she had. 彼女は持っていたほとんどすべてのお金を使った。 

179 He solved the problem (e      ). 彼はその問題を簡単に解いた。 

180 The golfer goes (a      ) every month. そのゴルファーは毎月外国へ行く。 

181 No human beings can live (f      ). 人間はだれも永遠に生きることはできない。 

182 My uncle (s      ) visited us.  おじは突然私たちを訪れた。 

183 I (h      )(f      ) my homework. 私は宿題を終えてしまった。 

184 I (h     ) him cut my hair yesterday. 私は昨日彼に髪を切ってもらった。 

185 I (h     )(t       ) go now. 私は今、行かなければならない。 

186 I (h     )(d      ) (i  )(w     ) the book. 私はその本を書くのに苦労した。 

187 Anna (g     ) (a     ).  アンナは怒った。 

188 I will (g     ) my son to go there. 私の息子をそこに行かせよう。 

189 I (g     )(t     ) (k     ) him little by little. 私は少しずつ彼を知るようになった。 

190 She (g     )(i     ) trouble. 彼女はトラブルに巻き込まれた。 

191 I (g     )(o     ) the train at Osaka Station. 私は大阪駅で電車に乗った。 

192 Her smile (m     ) me happy. 彼女の笑顔は私を幸せにした。 

193 My father (m     ) me study. 父は私に勉強させた。 

194 I (m      )(i    )!  やったぞ！ 

195 Everybody (m     )s (      ). だれでもまちがいをする。 

196 (M      )(s      ) the door is locked. 戸締まりを確かめなさい。 

197 You must (k     ) silent. 静かにしていなさい。 



198 It (k     ) raining all day.  1 日中雨が降り続いた。 

199 Don’t (g     )(u    ) easily. 簡単にあきらめるな。 

200 I (w    )(s     ) last Sunday. 私はこの前の日曜にスキーに行った。 

 

 

[解答] 

中学英文法の復習 （全１００問） 

 

01 That is 02 She’s 03 His house is on the hill. 04 Are 05 Do you use 06 Does he like  

07 Ken often watches videos on YouTube before supper. 08 Peter and Mary carry heavy boxes. 

09 Stand up. 10 Be 11 Don’t play 12 Listen carefully. 13 Who cleans 14 What 15 Which train 

16 When do 17 Where does 18 Whose seat 19 Where did he catch this butterfly? 

20 had 21 was not 22 Did they run to the station? 23 Tom didn’t make this chair by himself. 

24 You weren’t free last weekend. 25 is studying 26 was sleeping 27 He is waiting for his friend. 

28 × 29 My cat is running in the garden. 30 There are 31 There isn’t  

32 How many musical instruments are there in the music room?  

33 There were no shops in front of the station. 34 May(Can) , borrow 35 must do 36 Shall we 

37 He is able to swim fifty meters. 38 must not 39 He can play the guitar.  

40 Billy must be tired. 41 is going 42 am going 43 will 44 Will your father come home at eight tonight? 

45 I will not forget my schooldays. 46 to play 47 to go 48 listening 49 helping 

50 I have a lot of homework to do. 51 This story is difficult to understand. 

52 Taro studies hard to enter a high school. 53 like to 54 so 55 or 56 While 57 before 58 that 

59 stay home if it rains 60 and 61 younger than 62 This bridge is longer than that one. 

63 more difficult 64 better than 65 the coldest 66 not so(as), as 67 Which, or  

68 has studied 69 I have met your father before. 70 I have already read this book. 

71 have lived, since 72 How long has Bob watched TV? 73 Have you ever been  

74 I haven’t returned the books to the library yet. 75 How many times  

76 is spoken 77 is written 78 were closed 79 was, surprised at  

80 When was the first computer made? 81 Shoki gave me some flowers.  

82 Our classroom teacher showed us an old album. 83 My grandfather bought me a bike. 



84 My dream is to travel around the world. 85 Their songs make us happy. 

86 Shining stars 87 woman wearing 88 made in 89 Who is that boy throwing a ball? 

90 This is a castle built in 91 friend who lives 92 bus which (that) goes  

93 pictures (photos) which (that) 94 who was born 95 what to do 96 not so 97 Not all 

98 for 99 for 100 on time 

 

重要英単語 （全１００問） 

 

101 collecting 102 woke 103 received 104 entered 105 island 106 natural 107 wild 108 cloth 

109 traffic 110 history 111 score 112 university 113 quiet 114 slow 115 quick 116 true  

117 basic 118 clear 119 dropped 120 leader 121 user 122 hero 123 adult 124 blood 125 human 

126 gift 127 Accident 128 headache 129 died 130 married 131 cheap 132 rich 133 dry 134 arrived 

135 began 136 smell 137 drew 138 Art 139 film 140 model 141 truth 142 fact 143 reason 144 brain 

145 job 146 business 147 price 148 power 149 chance 150 type 151 official 152 international 

153 special 154 killed 155 happened 156 network 157 mobile 158 voice 159 checked 160 travel 

161 sightseeing 162 Museum 163 sweet 164 perfect 165 safe 166 healthy 167 top 168 middle 

169 center 170 corner 171 floor 172 god 173 ghost 174 soul 175 nobody 176 once 177 twice 

178 almost 179 easily 180 abroad 181 forever 182 suddenly 183 have finished 184 had 185 have to 

186 had difficulty in writing 187 got angry 188 get 189 got to know 190 got involved 191 got on 192 made 

193 made 194 made it 195 make mistake 196 Make sure 197 keep 198 kept 199 give up 200 went skiing 


