
4月の英語課題 

新 3年生の皆さんへ。  

 

初めまして今年から皆さんの英語の授業を担当する大塚です。よろしくお願いします。新型コロ

ナウイルス感染予防のため皆さんと一緒に授業をすることができません。しかし、時間はどんどん

過ぎて行っています。そこで皆さんに１～2年生の内容の復習と 3年生の準備として単語をたくさ

ん覚えて欲しいと思います。このリストは入試に対応していますので、受験勉強も兼ねています。

多いと思いますが頑張りましょう。皆さんならできると思います。発音、意味そして書けるように

（スペルミスの無いように）覚えてください。単語はやればやるだけ力がつきます。忘れることは

仕方がありません、しかし繰り返しやりましょう。（単語テストをしますので全て書けるように練

習してください。）このリストを覚えると、英文を読む基礎になります。英語が苦手だと思ってい

る人は良いチャンスだと思います。頑張りましょう。 

 

3つのリスト。 

１ 不規則動詞のリスト（3年生のスタートダッシュ） 

原形、過去形、過去分詞の順番に並んでいます。一見量が多く見えますが、過去形まで覚え

ていくとゴールは目の前です。英文を読むとき動詞は大変重要です。動詞が解らないと文章が

読めなくなります。１００％を目指して頑張ってください。 

 

2 形容詞のリスト （2年生の復習） 

2 年生の最後の文法事項である比較級、最上級は形容詞・副詞の語尾が変化します。形容詞

は日本語で言うと語尾の最後が「～い」が付きます。 

例： 青い、古い、明るい、高い 

そのため形容詞を知らないと比較級・最上級英文が理解しにくくなるので。セットで覚えてく

ださい。セットで覚えるほうが覚えやすいですよ。 

 

3 よく出るそして間違える単語リスト（1～2年生の復習） 

   英語の文章によく使われる英単語です。基本的な文法用語も多いので覚えている人も多いと

思います。覚えている人は書けるように。覚えていない人は読めて意味が解るようにしてくだ

さい。 

 

最後に 

単語テストは読みと書きを出します。（全部出ます。）成績の大きな割合を占めますので頑張り

ましょう。 

   

 

 

 

 

 

 



Ａ－Ｂ－Ｃ 

№ 意味 原形Ａ 過去形Ｂ 過去分詞Ｃ 

1 ～です。～にいる。 be was/were been 

２ 始まる、～を始める begin(s) began begun 

３ ～をかむ bite(s) bit bitten 

４ 吹く blow(s) blew blown 

５ ～を壊す break(s) broke broken 

６ ～を選ぶ choose(s) chose chosen 

７ ～する do(es) did done 

８ ～を描く draw(s) drew drawn 

９ ～を飲む drink(s) drank drunk 

10 運転する drive(s) drove driven 

11 食べる eat(s) ate eaten 

12 落ちる fall(s) fell fallen 

13 飛ぶ fly(flies) flew flown 

14 忘れる forget(s) forgot forgotten 

15 許す forgive(s) forgave forgiven 

16 凍る freeze(s) froze frozen 

17 得る get(s) got got(ten) 

18 与える give(s) gave given 

19 行く go(es) went gone 

20 ～を育てる grow(s) grew grown 

21 隠す、隠れる hide(s) hid hidden 

22 知っている know(s) knew known 



23 横になる lie(s) lay lain 

24 ～に乗る ride(s) rode ridden 

25 （ベル）が鳴る ring(s) rang rung 

26 昇る,立ちあがる rise(s) rose risen 

27 見える see(s) saw seen 

28 ～を振る shake(s) shook shaken 

29 見せる show(s) showed shown 

30 歌う sing(s) sang sung 

31 話す speak(s) spoke spoken 

32 努力する。懸命になる strive (s) stove stove 

33 盗む steal(s) stole stolen 

34 泳ぐ swim(s) swam swum 

35 取る take(s) took taken 

36 投げる throw(s) threw thrown 

37 起きる wake(s) woke waken 

38 着る。まとう wear(s) wore worn 

39 書く write(s) wrote written 

Ａ－Ｂ－Ｂ 

№ 意味 原形Ａ 過去形Ｂ 過去分詞 B 

40 持ってくる bring(s) brought brought 

41 ～を建てる build(s) built built 

42 ～を燃やす burn(s) burnt burnt 

43 ～を買う buy(s) bought bought 

44 ～を捕える catch(es) caught caught 

45 感じる feel(s) felt felt 



46 戦う fight(s) fought fought 

47 見つける find(s) found found 

48 釣る hang(s) hung hung 

49 持つ have(has) had had 

50 ～が聞こえる hear(s) heard heard 

51 催す・抱く hold(s) held held 

52 保つ keep(s) kept kept 

53 導く lead(s) led led 

54 学ぶ learn(s) learned / learnt learned 

55 出発する leave(s) left left 

56 貸す lend(s) lent lent 

57 横たわれ lay(s) laid laid 

58 失う lose(s) lost lost 

59 作る make(s) made made 

60 意味する mean(s) meant meant 

61 会う meet(s) met met 

62 払う pay(s) paid paid 

63 言う say(s) said said 

64 売る sell(s) sold sold 

65 ～を送る send(s) sent sent 

66 撃つ shoot(s) shot shot 

67 座る sit(s) sat sat 

68 寝る sleep(s) slept slept 

69 費やす spend(s) spent spent 



 

70 立つ stand(s) stood stood 

71 教える teach(es) taught taught 

72 話す・教える tell(s) told told 

73 思う think(s) thought thought 

74 理解する understand(s) understood understood 

75 勝つ win(s) won won 

Ａ－Ｂ－Ａ 

№ 意味 原形Ａ 過去形Ｂ 過去分詞Ｃ 

76 ～になる become(s) became become 

77 来る come(s) came come 

78 走る run(s) ran run 

Ａ－A－Ａ 
№ 意味 原形Ａ 過去形Ｂ 過去分詞Ｃ 

79 掛かる（費用） cost(s) cost cost 

80 切る cut(s) cut cut 

81 適合する fit(s) fit fit 

82 襲う hit(s) hit hit 

83 ～を傷つける hurt(s) hurt hurt 

84 ～させる let(s) let let 

85 置く put(s) put put 

86 ～をやめる quit(s) quit quit 

87 ～を読む read(s) read read 

88 セットする。設置する set(s) set set 

88 広がる、広げる spread(s) spread spread 



2 形容詞のリスト （2年生の復習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形容詞 

big / small  大きい/小さい 

new / old  新しい/古い 

hot / cold  熱い/冷たい 

thick / thin  厚い/薄い 

full / empty  いっぱい/からっぽ 

noisy, loud  /quiet  うるさい/静かな 

heavy / light  重い/軽い 

clean / dirty  きれいな/汚い 

dark / light  くらい/明るい 

tall / short  高い/低い(背が) 

wet / dry  湿った/乾いた 

expensive / cheap  高価/安い 

high / low  高い/低い 

long/ short  長い/短い 

wide / narrow  広い/狭い 

easy/hard, difficult  やさしい/難しい 

rich, wealthy / poor  豊かな/貧しい 

good/ bad  良い/悪い 

young / old  若い/年取った 

much / little  多い/少ない（量） 

many / few  多い/少ない（数） 

fast / slow  早い/遅い（速度） 

early / late  早い/遅い 

strong/ weak  強い/弱い（力） 



3 よく出る単語リスト（1～2年生の復習） 

文法的事項の単語リストです。英文を読むときによく出るので、まず読めて、意味が解るようにしてください。

（簡単な語も多いので読めて意味が解る語は書けるようにしてください。） 

 

よく出るそしてよく間違える単語リスト 

疑問詞 

when  いつ 

where  どこで 

who  誰れが 

what  何を 

which  どちらを 

why  なぜ 

how  どのように 

whose  誰のもの 

Th～ 

the  それ 

this  これ 

these  これら 

that  あれ 

those  あれら 

they  かれは 

their  かれらの 

them  かれらを 

There is/are  ～がある 

There   そこで、そこで 

ｔhree / third  ３/ 3 番目 

throw/threw  投げる/投げた 

Think/thought  考える/考えた 

than  ～より 

then  その時、次に、そうすると 


