
TRY!N4 文型復習シート

目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ おかし作り（1） 

1,2「～てみる」「～そうだ（おいしそうだ）」 ・・・・・・・・・ ５ 

3,4,5「～んです」「～方」「～ので」 ・・・・・・・・・・・・・ ７ 

6,7「～ができる」「～かどうか」 ・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

おかし作り（2） 

8,9「～て（ソースをかけて）」「～ないで」 ・・・・・・・・・・ １１ 

10,11,12「～てしまう」「～たら」「可能形」 ・・・・・・・・・ １３ 

３ けっこん式（1） 

13,14「～という意味」「受身形」 ・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

15,16「～のに」「～なければならない」 ・・・・・・・・・・・ １７ 

  けっこん式（2） 

17,18「～てもいい」「あげる」 ・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

19,20,21「～なくてもいい」「～たほうがいい」 

「～ことにします」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

４ 私の町 ハノイ（1） 

22,23,24「～たことがある」「疑問詞～か」「～と、…」 ・・・・ ２４ 

25,26「Aは Bより～」「その・あの/それ・あれ（話題）」 ・・・ ２７ 

27「～の」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

28,29「～のに…」「受身形（建物や作品、イベントなど）」 ・・・ ３１ 

  私の町 ハノイ（2） 

30,31「～ている（屋台が並んでいる）」「～がする」 ・・・・・ ３３ 

32,33「～ところだ」「～でしょう？」 ・・・・・・・・・・・・ ３５ 



５ ハイキングの計画（1） 

34,35「～らしい（紅葉が始まったらしい）」 

「～と言っていた」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

36,37,38「～てもらう」「～そうだ（疲れそうだ）」 

「～ば、…」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

39,40,41「～てしまう」「～てある」「～でしょう」 ・・・・・・ ４２ 

ハイキングの計画（2）

42,43,44,45 ことば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

42,43「～ておく」「～といい」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

44,45「～かもしれない」「～ことになる」 ・・・・・・・・・・ ４７ 

６ 木の上の子ねこ（1） 

46,47「～の/～んだ」「～ようだ（赤くなっているようだ）」・・・ ４８ 

48,49「～んじゃない？」「受身形（被害）」 ・・・・・・・・・・ ５０ 

  木の上の子ねこ（2） 

50,51「～ておく」「～そうだ（おちそうだ）」 ・・・・・・・・・ ５２ 

52,53「～ても、…」「～て、…（けがをしなくて、よかった）」・・ ５４ 

54,55,56「～すぎる」「～ように、…」「～し、…し」 ・・・・・ ５６ 

７ 大好きなピアノ（1） 

57,58 ことば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

59,60,61 ことば  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

57,58,59「～な（禁止）」「命令形」「～って（言う/思う…） ・・・ ６１ 

60,61「～てくれる」「～ようになる（できるようになる）」 ・・・ ６３ 

  大好きなピアノ（2） 

62,63,64,65 ことば   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４ 

66,67 ことば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

62,63,64「～さ」「意向形」「～ようと思っている」 ・・・・・・・ ６６ 



65,66,67「～ために、…」「～つもりだ」「使役形」 ・・・・・・・ ６８ 

８ 旅館のよやく（1） 

68,69,70,71,72 ことば    ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

68,69,70「～でございます」「～んですが」「～でしょうか」 ・・・ ７１ 

71,72「Aと Bと、どちらが～か」「～のほうが…」 ・・・・・・・ ７３ 

73,74「Aより Bのほうが～」「～にする」 ・・・・・・・・・・・ ７４ 

  旅館のよやく（2） 

75,76,77「～やすい」「～にくい」「お～する」 ・・・・・・・・・ ７５ 

９ ゆうしょうインタビュー（1） 

78,79,80,81,82 ことば    ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

83 ことば    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０ 

78,79,80「お/ご～」「～ていただく」「尊敬形」 ・・・・・・・・・ ８１ 

81,82,83「～そうだ（引退されるそうだ）」 

「～中」「特別な尊敬語」 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

ゆうしょうインタビュー（2） 

84,85,86,87「～がいちばん」「～ようになる（習慣）」 

「～ことになっている」「お～になる」 ・・・・・・・・ ８３ 

10 アルバイトのめんせつ（1） 

88,89,90「お～ください」「特別な謙譲語」「～なら」 ・・・・・・・ ８６ 

アルバイトのめんせつ（2）

91,92,93「～てはいけない」「～ようにする」「～てほしい」 ・・・・ ８８ 

解答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０ 
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