
 

SVCの文型 まとめ 

基本 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） You look busy. あなたは忙しそうに見えます。 

（２） She looks kind. 彼女は親切そうに見えます。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。※ ただし，不要な語が１語あります。 

 あなたは疲れているように見えます。   （   tired  /   you   /   are   /   look   /  .  ） 

 
You look tired. 

  

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたは幸せそうに見えます。 You look happy. 

（２） 彼女は幸せそうに見えます。 She looks happy. 

（３） 彼は幸せそうに見えました。 He looked happy. 

 

 

 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） He became famous. 彼は有名になりました。 

（２） She became a nurse. 彼女は看護師になりました。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私の兄は野球選手になりました。  （ baseball  /  brother  /  a  /  my  /  player  /  became  / . ） 

 
My brother became a baseball player. 

  

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女はとても幸せになりました。 She became very happy. 

（２） 彼は先生になりました。 He became a teacher. 



 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を「～に見える」という意味の文に書きかえなさい。 

（１） You are happy. You look happy. 
   

（２） Your sister is very kind. Your sister looks very kind. 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼のお母さんは若く見えます。 

 
His mother looks young. 

  

（２） あの木はとても古そうに見えます。 

 
That tree looks very old. 

  

（３） その問題は難しそうに見えました。 

 
The question looked difficult. 

  

（４） 彼らはそのとき，うれしそうに見えましたか。 

 
Did they look happy then ? 

  

（５） あなたのおばあさんは 80歳には見えません。 

 
Your grandmother doesn’t look eighty years old. 

  

 

 

問 題  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の友達は看護師になりました。 

 
My friend became a nurse. 

  

（２） その男の人は有名な医者になりました。 

 
The man became a famous doctor. 

  

（３） 私の姉は英語の先生になりました。 

 
My sister became an English teacher. 

  

（４） 彼は一生懸命勉強して，りっぱな先生になりました。 

 
He studied hard and became a good teacher. 

  

（５） 昨日はとても暑くなりました。 

 
It became very hot yesterday. 

  

    

 

 



 

基本 解答 

 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） You look busy. あなたは忙しそうに見えます。 

（２） She looks kind. 彼女は親切そうに見えます。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。※ ただし，不要な語が１語あります。 

 あなたは疲れているように見えます。   （   tired  /   you   /   are   /   look   /  .  ） 

 
You look tired. 

  

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） あなたは幸せそうに見えます。 You look happy. 

（２） 彼女は幸せそうに見えます。 She looks happy. 

（３） 彼は幸せそうに見えました。 He looked happy. 

 

 

 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） He became famous. 彼は有名になりました。 

（２） She became a nurse. 彼女は看護師になりました。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私の兄は野球選手になりました。  （ baseball  /  brother  /  a  /  my  /  player  /  became  / . ） 

 
My brother became a baseball player. 

  

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女はとても幸せになりました。 She became very happy. 

（２） 彼は先生になりました。 He became a teacher. 



 

発展 解答 

問題１  次の文を「～に見える」という意味の文に書きかえなさい。 

（１） You are happy. You look happy. 
   

（２） Your sister is very kind. Your sister looks very kind. 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼のお母さんは若く見えます。 

 
His mother looks young. 

  

（２） あの木はとても古そうに見えます。 

 
That tree looks very old. 

  

（３） その問題は難しそうに見えました。 

 
The question looked difficult. 

  

（４） 彼らはそのとき，うれしそうに見えましたか。 

 
Did they look happy then ? 

  

（５） あなたのおばあさんは 80歳には見えません。 

 
Your grandmother doesn’t look eighty years old. 

  

 

 

問 題  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の友達は看護師になりました。 

 
My friend became a nurse. 

  

（２） その男の人は有名な医者になりました。 

 
The man became a famous doctor. 

  

（３） 私の姉は英語の先生になりました。 

 
My sister became an English teacher. 

  

（４） 彼は一生懸命勉強して，りっぱな先生になりました。 

 
He studied hard and became a good teacher. 

  

（５） 昨日はとても暑くなりました。 

 
It became very hot yesterday. 

  

    

 


