
★ これまで学んだ単語・文法事項が盛り込まれていますよ。書けなかった表現はきちんと復習しておこう！ 

（正解・解説は次ページにあります） 

 

Grammar Check! Quiz 23（英作文） 
 

(1) 昨夜，するべき宿題がたくさんありました。 

<Hint: 不定詞の形容詞用法を使おう> 

 

 

(2) ジョン(John)は以前，地震に関する（一冊の）本を読んだことがあります。  

<Hint: 現在完了を使おう> 

  

 

(3) 昨年の夏，富士山に登ったことを決して忘れないだろう。 

<Hint: forget＋動名詞を使おう> 

 

 

(4) ケイト（Kate）の父はお気に入りの女優にちなんで彼女を名付けました。 

  <Hint:「B にちなんで A を名付ける」⇒ name A after B > 

 

 

(5) ギターの音色がぼくらを興奮させた。 

  <Hint: make を第 5 文型で使おう > 

 

 

(6) わたしたちはお互いに知り合って 3年になります。 

  <Hint: 現在完了を使おう> 

 

 

(7) もしリサ(Lisa)がいま出発するなら，彼女は傘を持っていく必要はないでしょう。 

<Hint:「もし SV なら」⇒ if S V > 

 

 

(8) 僕はスイッチ(Nintendo Switch)だけでなく，プレステ４(PlayStation 4)も買うことに決

めた。 

  <Hint:「A だけでなく B も」⇒ not only A but also B = B as well as A> 

 

 

 



正解・解説 
 

(1) I had much(/a lot of) homework to do last night. 

  / There was much(/a lot of) homework to do last night. 

   解説 

   「するべき宿題」を不定詞の形容詞用法を使って homework to doと表現できるかがポイント。形容詞用

法の特徴は後ろから前の名詞を修飾（後置修飾）してやることでしたね。あと，homework は不可算名

詞ですので，manyは使えません！muchか a lot ofです。 

 

(2) John has read a book on(/about) earthquakes before. 

   解説 

   「読んだことあります」なので現在完了（「経験」）を使いましょう。「～に関して」は on か about で表

現します。earthquake（地震）のつづりは書けましたか？最後に「以前」とあるので，beforeを付ければ

完成です。 

 

(3) I will never forget climbing Mt. Fuji last summer. 

解説 

「決して～ないだろう」は will never＋原形と表現しよう。forgetの用法は forget＋不定詞だと「（これか

ら）～することを忘れる」になり，forget＋動名詞だと「（すでに）～したことを忘れる」となることに

注意でしたね。今回は当然，「富士山に（すでに）登ったことを忘れる」なので forget＋動名詞が正しい。 

 

(4) Kate’s father named her(/Kate) after his favorite actress. 

   解説 

  「Bにちなんで Aを名付ける／Aを Bにちなんで名付ける」の name A after Bを覚えていましたか？ 

「女優」は actress，「男優」は actor として使い分けましょう。とはいうものの，男女平等の観点から最

近は“gender-neutral(ジェンダー・ニュートラル)”，すなわち「性の区別をしない」表現に転換しつつ

あり，自分のことを“actor”と表現する女優も増えてきました。数年後には actressという単語は廃れる

かもしれませんね。これも言語の面白いところです。 

 

(5) The sound of a(/the) guitar made us excited. 

解説 

 第 5文型 S make(V) O C「Sは Oを Cにする」の形を使うと書きやすいです。主語の「ギターの音色」

がちゃんと表現できたか，あと，exciting ではなく excited と表現できたかがポイントです。出来なかっ

た人は以下の使い分けを覚えておこう。 

 A: The baseball game was exciting.「その野球の試合はワクワクするものでした。」 

 B: Bob was excited about the baseball game.「ボブはその野球の試合にワクワクした。」 

※基本は主語が Aのようにモノなら exciting，Bのように人なら excitedという考え方で大丈夫です。 

 

 

 



 

(6) We have known each other for three years. 

解説 

「3年間ずっとお互いを知っている」と考えれば，現在完了（「継続」）が発想できます。あとは each other

がパッっと出てくると良いですね。 

 

(7) If Lisa starts now, she will not(/won’t) have to take her umbrella. 

/ If Lisa leaves now, she will not(/won’t) need to take her umbrella. 

/ Lisa won’t have to take her umbrella if she leave now. 

解説 

 「出発する」は start，あるいは leaveです。「～する必要がない」は“have to原形”か“need to原形”の否定

文を使いましょう。if S Vを後半に持ってきても大丈夫です（三つ目の文）。その場合はコンマは不要で

す。 

 

(8) I decided to buy not only a Nintendo Switch but (also) a PlayStation 4. 

/ I decided to buy a PlayStation 4 as well as a Nintendo Switch. 

解説 

まず「～を決める」は“decide to 原形”と表現しましょう。decideは後ろに不定詞の形を取る（動名詞は

後ろに取れない）代表的な動詞でした。同じ仲間の動詞は他に，want, hope, promiseなどがあります。「A

だけでなく Bも」は not only A but (also) Bと B as well as Aという二つの表現を学びました。A, Bの順番

に気を付けないとダメでしたね。 

  

 

 

 


