
TRY!Ｎ３ 文型復習シート

目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１ 初めての富士登山（1） 

1,2「～始める」「～ように言う」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

3,4,5「～という」「～だろう」「～なさそうだ」 ・・・・・・・・ ７ 

初めての富士登山（2） 

  6,7,8「～と、…」「～ほど、…」「～ていく」 ・・・・・・・・・ ９ 

9,10「～続ける」「～なら、…」 ・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

２ ぼくの犬、クロ（1） 

11,12「～って（＝という）」「～させてもらう」 ・・・・・・・・ １３ 

13,14「～させられる」「～がる」 ・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

15,16「～たとたん」「～出す」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

ぼくの犬、クロ（2） 

17,18,19,20「～ようとする」「～ことがある」 

「～させておく」「～られてしまう」 ・・・・・・・・ １９ 

３ 市民農園の募集（1） 

21,22,23「～による/によって」「～に対して」「～ため（に）」 ・・   ２１ 

24,25「～につき」「～とおり」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

市民農園の募集（2） 

26,27,28「Nを通して/を通じて」「～のような/のように」 

「～によれば/によると」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

29,30「～ということだ/～とのことだ」「～について」 ・・・・・ ２７ 



４ 水泳大会（1） 

31,32,33,34「縮約形」「～なきゃ。（文の省略）」 

「～っけ」「～たりして」 ・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

水泳大会（2） 

35,36「～たって」「～に決まっている」 ・・・・・・・・・・・・ ３１ 

37,38,39「～じゃない」「～って（＝は）」「～みたい」 ・・・・・ ３３ 

40,41「～ばよかった」「～ばかり」 ・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

５ 手作りハムのレシピ（1） 

42,43「～よう」「Aはもちろん Bも」 ・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

44,45「Aは Bほど～ない」「～かわりに」 ・・・・・・・・・・・ ３９ 

手作りハムのレシピ（2） 

46,47「～ずに」「～たまま」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

48,49,50「Vます、…」「～ところへ、…」「～きる」 ・・・・・・ ４３ 

６ 里山について（1） 

51,52,53「～おかげ」「 [時間の言葉] を通して/を通じて」 

「～ませんか/ないですか/ありませんか」・・・・・・・・ ４５ 

54,55,56「～というと/といえば/といったら」 

「～べき」「～にとって」 ・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

  里山について（2） 

57,58「～ば～ほど」「～による/によって」 ・・・・・・・・・・ ４９ 

59,60,61「Aばかりでなく Bも」「～たび（に）」「～はず」 ・・・ ５１ 

７ 不動産屋で（1） 

62,63,64「～ますと/ですと」 

「～ようなら/ようだったら」「～てくる」 ・・・・・・・ ５３ 

65,66,67「～もので/ものですから」 

「～なんか」「～かと思う」  ・・・・・・・・・・・・・ ５５ 

  不動産屋で（2） 

68,69「～うちに」「～たばかり」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

70,71「～ばいいのに」「～てもらってもいいですか」 ・・・・・・ ５９ 



８ 就職の面接 

72,73,74「お/ご～いただく・くださる」 

「縮約形（丁寧）」「特別な謙譲語」 ・・・・・・・・・・ ６１ 

75,76「お/ご～です」「～でしょうか」 ・・・・・・・・・・・・ ６３ 

77,78「～ていらっしゃる」「～させていただく・くださる」 ・・・ ６５ 

９ お花見（1） 

79,80「～てからでなければ/でないと…」「～かのよう」 ・・・・ ６７ 

81,82,83「～うちに」「～向け」「～によって」 ・・・・・・・・・ ６９ 

  お花見（2） 

84,85,86「～最中」「～かけ」「～ずにはいられない」 ・・・・・・ ７１ 

10 ゆきの選択（1） 

87,88「～わけがない」「～しかない」 ・・・・・・・・・・・・・ ７３ 

89,90「～からこそ」「～なんか」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７５ 

91,92,93「～っこない」「～からといって」「～とは限らない」・・・ ７７ 

  ゆきの選択（2） 

94,95,96「～ことといったら」「～くせに」「～っぽい」 ・・・・・ ７９ 

97,98「～せい」「～のことだから」 ・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

11 友だちのお見舞い（1） 

99,100「～気味」「～なんかない」 ・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

101,102,103「～さえ」「～くらい」「～っぱなし」 ・・・・・・・ ８５ 

104,105,106「～だらけ」「～たりして」「～らしい」 ・・・・・・ ８７ 

  友だちのお見舞い（2） 

107,108「～かと思った」「～とか」 ・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

109,110「～ついでに」「～に違いない」・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

111,112,113「～ほど…（は）ない」「～ぬきで」 

「～てしょうがない」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 

解答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 


	eTRY_N3_bunkeisheet
	eTRY!N3_文型復習_目次
	eTRY_N3_bunkeisheet
	eTRY_N3_bunkeisheet
	eTRY_N3_bunkeisheet
	eTRY_N3_bunkeisheet
	eTRY_N3_bunkei
	eTRY_N3_bunkei
	N3復習シート_表紙
	eTRY_N3_bunkei
	eTRY_N3_bunkei
	eTRY_N3_bunkei
	eTRY!N3_文型復習1,2
	eTRY!N3_文型復習3,4,5
	eTRY!N3_文型復習6,7,8
	eTRY!N3_文型復習9,10
	eTRY!N3_文型復習11,12
	eTRY!N3_文型復習13,14
	eTRY!N3_文型復習15,16
	eTRY!N3_文型復習17,18,19,20
	eTRY!N3_文型復習21,22,23
	eTRY!N3_文型復習26,27,28
	eTRY!N3_文型復習29,30
	eTRY!N3_文型復習31,32,33,34
	eTRY!N3_文型復習35,36
	eTRY!N3_文型復習37,38,39
	eTRY!N3_文型復習40,41
	eTRY!N3_文型復習42,43
	eTRY!N3_文型復習44,45
	eTRY!N3_文型復習46,47
	eTRY!N3_文型復習48,49,50
	eTRY!N3_文型復習51,52,53
	eTRY!N3_文型復習54,55,56
	eTRY!N3_文型復習57,58
	eTRY!N3_文型復習59,60,61
	eTRY!N3_文型復習62,63,64
	eTRY!N3_文型復習68,69
	eTRY!N3_文型復習70,71
	eTRY!N3_文型復習72,73,74
	eTRY!N3_文型復習75,76
	eTRY!N3_文型復習77,78
	eTRY!N3_文型復習79,80
	eTRY!N3_文型復習81,82,83
	eTRY!N3_文型復習84,85,86
	eTRY!N3_文型復習87,88
	eTRY!N3_文型復習89,90
	eTRY!N3_文型復習91,92,93
	eTRY!N3_文型復習94,95,96
	eTRY!N3_文型復習97,98
	eTRY!N3_文型復習99,100
	eTRY!N3_文型復習101,102,103
	eTRY!N3_文型復習104,105,106
	eTRY!N3_文型復習107,108
	eTRY!N3_文型復習109,110
	eTRY!N3_文型復習111,112,113
	eTRY!N3_文型復習1,2_解答
	eTRY!N3_文型復習3,4,5_解答
	eTRY!N3_文型復習6,7,8_解答
	eTRY!N3_文型復習9,10_解答
	eTRY!N3_文型復習11,12_解答
	eTRY!N3_文型復習13,14_解答
	eTRY!N3_文型復習15,16_解答
	eTRY!N3_文型復習17,18,19,20_解答
	eTRY!N3_文型復習21,22,23_解答
	eTRY!N3_文型復習26,27,28_解答
	eTRY!N3_文型復習29,30_解答
	eTRY!N3_文型復習31,32,33,34_解答
	eTRY!N3_文型復習35,36_解答
	eTRY!N3_文型復習37,38,39_解答
	eTRY!N3_文型復習40,41_解答
	eTRY!N3_文型復習42,43_解答
	eTRY!N3_文型復習44,45_解答
	eTRY!N3_文型復習46,47_解答
	eTRY!N3_文型復習48,49,50_解答
	eTRY!N3_文型復習51,52,53_解答
	eTRY!N3_文型復習54,55,56_解答
	eTRY!N3_文型復習57,58_解答
	eTRY!N3_文型復習59,60,61_解答
	eTRY!N3_文型復習62,63,64_解答
	eTRY!N3_文型復習68,69_解答
	eTRY!N3_文型復習70,71_解答
	eTRY!N3_文型復習72,73,74_解答
	eTRY!N3_文型復習75,76_解答
	eTRY!N3_文型復習77,78_解答
	eTRY!N3_文型復習79,80_解答
	eTRY!N3_文型復習81,82,83_解答
	eTRY!N3_文型復習84,85,86_解答
	eTRY!N3_文型復習87,88_解答
	eTRY!N3_文型復習89,90_解答
	eTRY!N3_文型復習91,92,93_解答
	eTRY!N3_文型復習94,95,96_解答
	eTRY!N3_文型復習97,98_解答
	eTRY!N3_文型復習99,100_解答
	eTRY!N3_文型復習101,102,103_解答
	eTRY!N3_文型復習104,105,106_解答
	eTRY!N3_文型復習107,108_解答
	eTRY!N3_文型復習109,110_解答
	eTRY!N3_文型復習111,112,113_解答

	eTRY!N3_文型復習65,66,67
	eTRY!N3_文型復習65,66,67_解答



	eTRY!N3_文型復習24,25
	eTRY!N3_文型復習24,25_解答


	N3復習ノート




	eTRY!N3_文型復習1,2
	eTRY!N3_文型復習3,4,5
	eTRY!N3_文型復習6,7,8
	eTRY!N3_文型復習9,10
	eTRY!N3_文型復習11,12
	eTRY!N3_文型復習13,14
	eTRY!N3_文型復習15,16
	eTRY!N3_文型復習17,18,19,20
	eTRY!N3_文型復習21,22,23
	eTRY!N3_文型復習24,25
	eTRY!N3_文型復習26,27,28
	eTRY!N3_文型復習29,30
	eTRY!N3_文型復習31,32,33,34
	eTRY!N3_文型復習35,36
	eTRY!N3_文型復習37,38,39
	eTRY!N3_文型復習40,41
	eTRY!N3_文型復習42,43
	eTRY!N3_文型復習44,45
	eTRY!N3_文型復習46,47
	eTRY!N3_文型復習48,49,50
	eTRY!N3_文型復習51,52,53
	eTRY!N3_文型復習54,55,56
	eTRY!N3_文型復習57,58
	eTRY!N3_文型復習59,60,61
	eTRY!N3_文型復習62,63,64
	eTRY!N3_文型復習65,66,67
	eTRY!N3_文型復習68,69
	eTRY!N3_文型復習70,71
	eTRY!N3_文型復習72,73,74
	eTRY!N3_文型復習75,76
	eTRY!N3_文型復習77,78
	eTRY!N3_文型復習79,80
	eTRY!N3_文型復習81,82,83
	eTRY!N3_文型復習84,85,86
	eTRY!N3_文型復習87,88
	eTRY!N3_文型復習89,90
	eTRY!N3_文型復習91,92,93
	eTRY!N3_文型復習94,95,96
	eTRY!N3_文型復習97,98
	eTRY!N3_文型復習99,100
	eTRY!N3_文型復習101,102,103
	eTRY!N3_文型復習104,105,106
	eTRY!N3_文型復習107,108
	eTRY!N3_文型復習109,110
	eTRY!N3_文型復習111,112,113
	Ｎ３ 復習1,2解答
	N３ 復習3,4,5解答
	N３ 復習6,7,8解答
	N３ 復習9,10解答
	N３ 復習11,12解答
	N３ 復習13,14解答
	N３ 復習15,16解答
	N３ 復習17,18,19,20解答
	N３ 復習21,22,23解答
	N３ 復習24,25解答
	N３ 復習26,27,28解答
	N３ 復習29,30解答
	N３ 復習31,32,33,34解答
	N３ 復習35,36解答
	N３ 復習37,38,39解答
	N３ 復習40,41解答
	N３ 復習42,43解答
	N３ 復習44,45解答
	N３ 復習46,47解答
	N３ 復習48,49,50解答
	N３ 復習51,52,53解答
	N３ 復習54,55,56解答
	N３ 復習57,58解答
	N３ 復習59,60,61解答
	N３ 復習62,63,64解答
	N３ 復習65,66,67解答
	N３ 復習68,69解答
	N３ 復習70,71解答
	N３ 復習72,73,74解答
	N３ 復習75,76解答
	N３ 復習77,78解答
	N３ 復習79,80解答
	N３ 復習81,82,83解答
	N３ 復習84,85,86解答
	N３ 復習87,88解答
	N３ 復習89,90解答
	N３ 復習91,92,93解答
	N３ 復習94,95,96解答
	N３ 復習97,98解答
	N３ 復習99,100解答
	N３ 復習101,102,103解答
	N３ 復習104,105,106解答
	N３ 復習107,108解答
	N３ 復習109,110解答
	N３ 復習111,112,113解答



