


TRY!N2 文型復習シート 
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5,6「～にかかわらず」「～において」・・・・・・・・・・・・８ 

7,8「～の際に」「～こと」・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

２ 転任のあいさつ（1） 

9,10,11「～以来」「～をはじめ」「～のもと」・・・・・・・・１０ 

12,13「～はもとより」 

「～ものだ（失敗から学ぶものだ）」 ・・・・・・・・・１１ 

  転任のあいさつ（2） 

 14,15「～上で」「～ながら」 ・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 16,17「～を～とした」「～きっかけ」・・・・・・・・・・・ １３

 18,19「～からには」「～わけではない」・・・・・・・・・・ １４ 

 20,21「～ことなく」「～にもかかわらず」・・・・・・・・・ １５

３ ホテルの仕事 

 22,23「～として」「～限り」 ・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

 24,25「～ざるを得ない」「～というものではない」・・・・・ １７

 26,27「～はともかく」「～かねない」・・・・・・・・・・・ １８
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４ 台風情報 

 30,31,32「～つつ」「～にわたって」「～から～にかけて」・・・２０ 



 33,34「～にともない」「おそれがある」・・・・・・・・・・・２１ 
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 39,40「～ものの」「～ことに」・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 41,42「～にしては」「～ことか」・・・・・・・・・・・・・・２５ 

就職活動（2） 

43,44「～さえ～ば」「～（よ）うがない」・・・・・・・・・・２６ 

  45,46,47「～あげく」「～もんじゃない」「～だけ」・・・・・・２７ 
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８ 取引先で 

 73,74「特別な敬語」「お／ご～願います」・・・・・・・・・・３８ 

 75,76,77「お／ご～申し上げる」「～がたい」「～まして」・・・３９ 
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10 満員電車（1） 
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 復習 3,4 

１．スタッフ募集のお知らせ 文型３・４ 名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１．下線の言葉が正しく使われているのはどちらですか。 

⑴ 提供（ていきょう）

a. お客様に空の旅を楽しんでいただけますよう、様々なサービスを提供しております。

b. 生活にかかるお金を提供するために、給料の良いアルバイトを探している。

⑵ 心がける

a.入社したばかりの私を心がけて、先輩が色々と教えてくれた。

b.健康のためにバランスのいい食事を心がけている。

２．適切な言葉を選びなさい。 

⑴ こちらの展示は学生（a.に限り b.にとって）1,500円でご覧いただけます。

⑵ 学生（a.に限り b.にとって）あまりにもお金がかかることはできないものだ。

⑶ 小さい子どもがいる私の希望（a.に応じて b.によって）勤務時間を変えてくれた。

⑷ 今回の調査結果（a.に応じて b.によって）、サービスの改善点が明らかになった。

３．正しい文になるように１・２・３・４を並べかえて番号を書きなさい。 

⑴ 、料金を５％割引いたします。 

  １ お客様 ２ ご来店の ３ 初めて ４ に限り 

⑵ から、このテストは必ず受けてください。 

  １ 分けます  ２ に応じて  ３ クラスを  ４ 日本語のレベル 



                                         復習 1,2 

 

 
 

１．スタッフ募集のお知らせ 文型 1・2  名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

１．下線の言葉が正しく使われているのはどちらですか。 

⑴ 関心（かんしん） 

a. 小さい子どもがお年寄りを助けていた。関心だなあ。 

  b. 小さい子どもの教育に関心がある。 

⑵ キャンペーン 

  a.初めて買うお客様にキャンペーンでこちらのバッグをプレゼントいたします。 

  b.町の中で話していた政治家のキャンペーンを聞いた。 

 

２．適切な言葉を選びなさい。 

⑴ 店内は禁煙（a.によって b.につき）、おたばこは外のスペースでお願いいたします。 

⑵ 店内を禁煙にすること（a.によって b.につき）、親子でも来やすいお店にしようと思う。 

⑶ 国籍や性別（a.を問わず b.に対し）、興味のある人ならだれでも参加できます。 

⑷ この会社では経験の有無（a.を問わず b.に対し）最初の給料で差をつけている。 

 

 

３．正しい文になるように１・２・３・４を並べかえて番号を書きなさい。 

⑴ コンビニは               、本当に必要なのかな。 

  １ 営業している   ２ を問わず   ３ けれど   ４ 昼夜 

 

⑵                 十分注意してください。 

  １ につき  ２ ガラス製  ３ には  ４ 取り扱い 

 



                                         復習 1,2 

 

 
 

１．スタッフ募集のお知らせ 文型 1・2  名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

１．下線の言葉が正しく使われているのはどちらですか。 

⑴ 関心（かんしん） 

a. 小さい子どもがお年寄りを助けていた。関心だなあ。 

  b. 小さい子どもの教育に関心がある。 

⑵ キャンペーン 

  a.初めて買うお客様にキャンペーンでこちらのバッグをプレゼントいたします。 

  b.町の中で話していた政治家のキャンペーンを聞いた。 

 

２．適切な言葉を選びなさい。 

⑴ 店内は禁煙（a.によって b.につき）、おたばこは外のスペースでお願いいたします。 

⑵ 店内を禁煙にすること（a.によって b.につき）、親子でも来やすいお店にしようと思う。 

⑶ 国籍や性別（a.を問わず b.に対し）、興味のある人ならだれでも参加できます。 

⑷ この会社では経験の有無（a.を問わず b.に対し）最初の給料で差をつけている。 

 

 

３．正しい文になるように１・２・３・４を並べかえて番号を書きなさい。 

⑴ コンビニは ４   ２   １   ３ 、本当に必要なのかな。 

  １ 営業している   ２ を問わず   ３ けれど   ４ 昼夜 

 

⑵  ２   １   ４   ３  十分注意してください。 

  １ につき  ２ ガラス製  ３ には  ４ 取り扱い 

 



                                         復習 3,4 

 
 

１．スタッフ募集のお知らせ 文型３・４  名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

１．下線の言葉が正しく使われているのはどちらですか。 

⑴ 提供（ていきょう） 

a. お客様に空の旅を楽しんでいただけますよう、様々なサービスを提供しております。 

  b. 生活にかかるお金を提供するために、給料の良いアルバイトを探している。 

⑵ 心がける 

  a.入社したばかりの私を心がけて、先輩が色々と教えてくれた。 

  b.健康のためにバランスのいい食事を心がけている。 

 

２．適切な言葉を選びなさい。 

⑴ こちらの展示は学生（a.に限り b.にとって）1,500円でご覧いただけます。 

⑵ 学生（a.に限り b.にとって）あまりにもお金がかかることはできないものだ。 

⑶ 小さい子どもがいる私の希望（a.に応じて b.によって）勤務時間を変えてくれた。 

⑷ 今回の調査結果（a.に応じて b.によって）、サービスの改善点が明らかになった。 

 

 

３．正しい文になるように１・２・３・４を並べかえて番号を書きなさい。 

⑴  ３   ２   １   ４ 、料金を５％割引いたします。 

  １ お客様   ２ ご来店の   ３ 初めて   ４ に限り 

 

⑵  ４   ２   ３   １ から、このテストは必ず受けてください。 

  １ 分けます  ２ に応じて  ３ クラスを  ４ 日本語のレベル 
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