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文部科学省　平成 20 年７月　中学校学習指導要領解説 外国語編

この英文358帳について

この文部科学省「中学校学習指導要領解説 外国語編」によれば、「教科の目標」として【外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う】とあり、具体的な目標設定とし
て以下の４つの領域別に分けて目標を掲げています。

(1) 初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解できるようにする。

(2) 初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができるようにする。

(3) 英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理 解できるようにする。

(4) 英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用いて自分の考えなどを書く ことができるようにする。

これらを習得すべく挙げられているのが以下の英文の例文というわけです。だから基本として「これくらいは知っておいたほうがいいよ例文」ともいえるわけで
すね。

たとえば以下にある「誕生日を聞く」という項目では３つの違う聞き方の例文が掲載されています。【コミュニケーション能力の基礎を養う】のが目標でもあるの
ですから当然さまざまなバリエーションがあったほうがいいというわけです。以下の例文列挙ではそれぞれ「あなたの誕生日はいつですか？」「生まれた日（誕
生日）を教えてもらえますか？」「あなたの生まれた日は何日ですか？」と英文の直訳に近い形で３つの日本語訳を記しましたが、最終的には「誕生日を聞く」
と言われたら３つの聞き方の英文がスラスラ出てくるようにしたらいいですね。これがこの英作文帳の究極の使い方ということになるでしょう。

コミュニケーションの手段としての英文以外にも中学校の英語で押さえておくべき文法事項に関連する例文もあわせて挙げていますので、実力テスト対策、高
校入試対策をする際の必須英作文と考えて書けるようにチャレンジしてみてください。これ以外はしなくてイイのかって！？　いやいや、以下にあるものは必
要最小限なので、まずは日本語訳ができるか、次に英作文で書けるかやって、ある程度できるようになってから入試演習に進むのがいいと思います。まだ
習っていないものは飛ばしてもかまいません。習ったものはとっととやってできるようにしておきましょう。最低限のことなんですから。どうぞ頑張ってください。

170番まではコミュニケーションの形の英文、１７１番以降が中学英語で習う文法事項の英作文となっています。１７１番以降は日本語訳を見てきちんと書けることを目指してほ
しいですが、１７０番までは書けるというより声に出して読んでスラスラ言えるように、問われたら答えられるようにしたらいいですね。同じ内容でもいくつかのパターンがあるの
でそれらのバリエーションも声に出して楽しんでください。

ここで取り扱っている英文３５８文は皆さんが勉強している英語の基本方針を記した文部科学省による平成20年７月発行「中学校学習指導要領解説 外国語
編」の中に例文として掲載されているものから抽出しています。原本に興味がある方は以下をクリックしてご覧ください。
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5 問：Can I help you? （私が）手伝いましょうか？

6 答：Yes, please. はい、お願いします

12 I am sorry, but I can't hear you.
申し訳ありませんが、（あなたの言っていることが）聞こえません
でした。

18 Well….. さてと

19 I see わかりますよ

20 Sure もちろんです

22 Open the window, please． どうか、窓を開けて下さい

24 What's your name? あなたのお名前は何ですか？

25 When is your birthday? あなたの誕生日はいつですか？

26 Can I have your birth date? 生まれた日（誕生日）を教えてもらえますか？

27 What's your birth date? あなたの生まれた日は何日ですか？

29 Take it easy. 落ち着いてやりなさい。

中1

間違えたらバックドロップ＠体罰禁止　親技.com



これ知らないとヤバいよ英文358
No．3/28

30 What time is it now? 今何時ですか？

33
My name is Sato Kimiko. I'm from Japan. I like volleyball very

much.

私の名前はさとうきみこです。日本から来ました。私はバレー
ボールがとても好きです。

34 It's nice to meet you. My name is Shotaro. Please call me Sho.
お会いできて嬉しいです。僕の名前はしょうたろうです。「しょう」
と呼んでください。

35 My name is Kentaro. I'm a junior high student from Japan. 僕の名前はけんたろうです。僕は日本から来た中学生です。

36 Excuse me. すみません。

37 Hey, Sally. やあ、サリー。

39 Thanks. ありがとう。

40 Thank you very much. どうもありがとうございます。

41 Thanks a lot. どうもありがとう。

42 Stop that noise. その音を止めて/音をたてないで

44 Can you be quiet? 静かにしてくれない？

45 Good job. よくやった。

48 I'm sorry. ごめんなさい。
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53 My pet is a cute white cat. He's still young and small. 私のペットはかわいい白猫です。　猫はまだ若くて、小さいです。

54
My mobile phone is a lightweight black phone. It's very new and

small.

私の携帯電話は軽くて黒色です。　それはとても新しくて、小さ
いです。

55 My teacher is a young tall man. He's very nice and energetic.
私の先生は若くて背が高いです。彼はとてもいい人で、エネル
ギッシュです。

63  Me, too. This is a great idea. 私もです。これは非常に良い考えです。

64  I don't think so. 私はそうは思いません。

66  I don't really think  (that) it's a good idea. それが良い考えだとは私はあまり思いません。

75 問：Can I have two hot dogs? ホットドッグを２つもらえますか？

76 答：Thank you. Five dollars, please. ありがとうございます。５ドルお願いします。

83 問：Let's have lunch now. さあもうお昼を食べましょう。

84 答：All right. I know a good restaurant near here. わかりました。私はこの近くに良いレストランを知っています。

89 問：How do you like your steak? ステーキはどんなのが好きですか？（焼き具合）

90 答：I like it rare, please. 私はレア（生焼き）が好きです。

99 問：Do you have any questions? 何か質問がありますか？
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100 答：Yes. I don't understand the meaning of this word. はい。私はこの言葉の意味が分かりません。

103 問：Ms. Suzuki, what time does school end today? 鈴木さん、学校は今日何時に終わりますか？

104
答：Today we have parent-teacher meetings, so school is over after

lunch.

今日は保護者会がありますので、学校は昼食後に終了です。

105 問：Look! The omikoshi is coming. 見て！お神輿がやってきます。

106
答：Wow, many people are carrying it on their shoulders. Can I join

them?

わあ、たくさんの人たちが神輿を肩に担いでいますね。私もそれ
らに参加できますか？

107 問：Look at those fireworks up there. 向こうに見えるあれらの花火を見てごらんなさい。

108 答：Oh, they're so bright and beautiful. わあ、とても輝いていて美しいですね。

111 問：Our math teacher is very kind. 私達の数学の先生はとても親切です。

112 答：Yes. そうですね。

115 問：Sorry? 失礼？

116 答：I said June 3rd. 私は６月３日と言いました。

117 問：Excuse me? すみません？

118 答：I said Suzuki. S-U-Z-U-K-I. 私はすずき、SUZUKIと言いました。

119 問：Pardon me? 失礼ですが？
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120 答：I'm sorry. I said, "Help yourself, please." すみません、私はご自分でどうぞ、と言いました。

121 問：I went to Hiroshima last weekend. 私は先週末広島に行きました。

122 答：Oh, you went to Hiroshima. Me, too. ああ、あなたは広島に行ったのですか。私もです。

123 問：I studied for the math test yesterday. 私は昨日数学のテスト勉強をしました。

124 答：You studied for the math test, too? あなたも数学のテスト勉強をしたのですか？

129 問：Who is that man? あちらの男性は誰ですか？

130
答：He is Bob. He is a musician. He is very rich and famous. His

house has ten bedrooms.

彼はボブです。彼はミュージシャンです。彼はとてもお金持ちで
有名です。彼の家には寝室が１０あります。

133 問：Ms. Brown, all the students are here. ブラウンさん、生徒は全員ここにいます。

134 答：Fine. Let's start class. よろしい。授業を始めましょう。

141 問：Can I help you? 手伝いましょうか？

142 答：Thank you. Where is Takamatsu Station? ありがとう。高松駅はどこですか？

143 問：Mom, I've just finished my homework. Can I go out now?
お母さん、私はちょうど宿題が終わりました。今出かけてもいい
ですか？
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144 答：Of course you can. もちろんいいですよ。

153 問：Do you have a computer? あなたはコンピューターを持っていますか？

154 答：No. But my brother does. いいえ。でも、兄は持っています。

155 問：Can you read Chinese? あなたは中国語が読めますか？

156 答：No, I can't. But my grandfather can. いいえ、読めません。けれど、私の祖父は読めます。

157 問：Do you sell newspapers? あなたは新聞を売っていますか？

158 答：No, but the store next door does. いいえ、でもとなりの店では売っています。

167 問：Please come to my sister's birthday party. 私の妹の誕生会にどうぞ来てください。

168 答：Thank you. When is it? ありがとう。それはいつですか？

177 We are tired and sleepy. 私達は疲れて眠たいです。

178 We take a walk in the park every morning. 私達は毎朝公園を散歩します。

179 There are seven days in a week. １週間は７日あります。

180 He was in China last year. 彼は昨年中国にいました。
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181 We watched TV in class today. 私達は今日授業でテレビを見ました。

182 We swam in the sea last summer. 私達は昨年の夏、海で泳ぎました。

183 Were his parents classmates ? 彼の両親はクラスメイトでしたか？

184 Her father was not a soccer player. 彼のお父さんはサッカー選手ではなかった

185 Did Jiro play tennis last Sunday ? 次郎は先週テニスをしましたか？

186 He didn't play the shamisen. 彼は三味線を弾かなかった

187 Hanako is opening the present. ハナ子はプレゼントを開けています。

188 My mother is talking on the phone. 私の母は電話で話しています。

202 Bill has three cats. ビルは３匹のネコを飼っています。

203 They are his friends. 彼らは彼の友達です。

205 Emi doesn't like baseball. エミは野球が好きではありません。

206 She isn't a baseball fan. 彼女は野球のファンではありません。

207 He can not play the piano. 彼はピアノをひくことができません（ひけません）。

208 Walk slowly, please. ゆっくり歩きなさい。
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209 Please be quiet, Kenji. どうか静かにしてください、ケンジ。

210 Turn off the lights. 電気を消しなさい。

211 Don't run here. ここで走ってはいけません。

212 Don't be noisy, Erika. うるさくしてはいけません、エリカ。

243 問：Does she like Japanese food or Chinese food? 彼女は日本食が好きですか、中華料理が好きですか？

244 答：She likes Chinese food. 彼女は中華が好きです。

245 問： Which do you want, beef or chicken? 牛肉と鶏肉、あなたはどちらがよろしいですか？

246 答： Chicken,please. 鶏肉でお願いします

247 問： How many bags does she have ? 彼女はいくつバッグを持っていますか

248 答： She has three bags. 彼女は３つバッグを持っています

249 問： Where do you play tennis? あなたはどこでテニスをしますか？

250 答： I play tennis near my school. 私は学校の近くでテニスをします。

251 問： When does he play basketball? 彼はいつバスケットボールをしますか？
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252 答： He plays it every Tuesday. 彼は毎週火曜日にそれをします。

253 問： Where is the toilet ? トイレはどこですか？

254 答： It's under the stairs. それは階段の下です。

255 問： Whose bag is this ? これは誰のバッグですか？

256 答： It is mine. それは私のです。

257 問： How can we go to the park ? 私たちはどうやって公園に行くことができますか？

258 答： We can go by bus. 私たちはバスで行くことができます。

259 問：What did you have for breakfast this morning? あなたは今朝何を朝食で食べましたか？

260 答：I had rice and miso soup. 私はご飯とみそ汁を食べました。

263 Yukio walks to school. ゆきおは学校へ歩いていきます。

264 He often goes to the library by bus when it rains. 彼は雨が降るとよくバスで図書館に行きます。

266 This is my teacher. こちらは私の先生です。

267 That is Mt. Fuji. あれは富士山です。

間違えたらバックドロップ＠体罰禁止　親技.com



これ知らないとヤバいよ英文358
No．11/28

268 The pen on the desk is mine. 机の上のペンは私のものです。

269 The cat under the table is hers. テーブルの下の猫は彼女のものです。

271 That movie was sad. あの映画は悲しかった。

272 The boy became an astronaut. その少年は宇宙飛行士になった。

273 The girl became a pianist. その女の子はピアニストになった。

276 I like apples very much. 私はリンゴがとても好きです。

277 He studies English very hard. 彼は英語をとても一生懸命勉強します。

278 Yuko met him yesterday. ゆうこは昨日彼に会いました。

279 James played tennis after school. ジェイムスは放課後テニスをします。

280 Did we see you then? 私達はその時あなたに会いましたか？

305 Paul has a guitar. ポールはギターを持っています。

308 Tom went to the supermarket, and his wife stayed home. トムはスーパーに行き、そして彼の奥さんは家にいました。

334 a big dog 大きな犬
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335 a picture of my family 私の家族の写真

343 問：Is this your classroom? これはあなたたちの教室ですか？

344 答：Yes, it's ours. はい、私達のです。

345 問：Do you walk to school? あなたは歩いて学校に行きますか？

346 答：No, I don't. I go there by bus. いいえ、違います。私はバスでそこに行きます。

9 問：Do you have a minute? 時間がありますか？

10 答：Of course. もちろんです

14 Will you speak more slowly? もっとゆっくりと話してくれませんか。

15 You mean……...., right? つまり・・・、ということですね？

16 You said………..., right? あなたは・・・と言いましたね？

13 Would you please say that again? もう一度言っていただけませんか？

21 Will you open the window? 窓を開けてくれませんか？
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