
『フォロー英文法標準 改』／『スコープ総英 新 』対応表

PAGE 項目名 PAGE 項目名

2 主語と動詞 64-65 ［１］ be, do, haveの語形変化，［２］ ① 一般動詞の現在形

3 動詞の活用 66-68 ［２］ ② 一般動詞の活用　③ 不規則動詞の活用

4 基本的な代名詞 493-495 ［１］ 人称代名詞，［２］ 所有代名詞「～のもの」

5 名詞の単数・複数，冠詞 456, 462, 480
 p.456 ［１］ 数えられる名詞と数えられない名詞，
 p.462 ［３］ 名詞の複数形， p.480 ［２］ 不定冠詞 (a, an)

6 比較変化 252-254 ［１］ 比較変化

7 文型 47-55 ［２］ 文型

8 文の種類 (1) [否定文と疑問文] 26-27
［１］ 事実をそのまま伝える ― 平叙文
［２］ ① Yes / No疑問文 (一般疑問文)

9 文の種類 (1) [いろいろな疑問文] 28-31 ［２］ ② b) 付加疑問　ｃ） 否定疑問文：「～ではないのですか」

10 文の種類 (2) [疑問詞を使う疑問文] 31-33 ［２］ ③ 疑問詞を使う疑問文

11 文の種類 (2) [命令文と感嘆文] 34-37
[３]　命令・忠告・依頼・勧誘などをする ― 命令文
[４]  驚き・喜び・悲しみなどの強い感情を表す ― 感嘆文

12 時制 (1) [現在形と現在進行形] 74-75, 81
pp.74-75［１］ ① 現在時制
p.81［２］ ① 現在進行形 a) 現在のある時点での進行中の動作

13 時制 (1) [過去形と過去進行形] 75, 84
p.75［１］ ② 過去時制
p.84［２］ ② 過去進行形 a) 過去のある時点での進行中の動作

14 時制 (2) [未来表現] 76-78, 82
pp.76-78 ［１］③ 未来を表す表現
p.82［２］ ① 現在進行形 c) 近い未来の予定

15 時制 (2) [現在完了形と過去形] 93, 98-99
p.93 1. 現在完了形の形
pｐ.98-99［１］ ③ (1) 現在完了とともに使えない副詞(句)

16
時制 (3)
[現在完了形と現在完了進行形]

94-98
［１］ ① 現在完了形：〈have[has]＋過去分詞〉
       ② 現在完了進行形：〈have[has] been do ing〉

17
時制 (3)
[過去完了形と過去完了進行形]

101-103 ［2］ 過去完了形

20 助動詞 (1) [能力・可能を表すcan] 112-114
［１］ ① a) 能力・可能：「～できる」
　　　　　c) 可能性・推量：「～でありうる」「～することがある」

21 助動詞 (1) [許可・推量を表すmay]
113-115,
131-132

pｐ.113-115［１］ ① ｂ）許可：「～してもよい」
　　　　　　　 ［１］ ② may（過去形：might）
pp.131-132 ［６］ 助動詞を使った慣用表現 b)  may

22 助動詞 (2) [must / have to] 115-118 ［１］ ③ must（過去形なし）

23
助動詞 (2)
[should / had better / ought to]

119-120
［２］ ① should
　　　② had better：「～するほうがよい」「～しなさい」

24
助動詞 (3)
[助動詞＋have＋過去分詞]

126-128 ［４］ 助動詞＋have＋過去分詞

25 助動詞 (3) [would / used to] 122-125
［２］ ④ would，⑤ 依頼や勧誘などを表す表現
［３］ ① used to

26 受動態 (1) [基本的な受動態] 144-147
［１］ 基本的な受動態の形〈be動詞＋過去分詞〉
［２］ 受動態のby ～　［３］ ① 受動態の否定形・疑問形

27 受動態 (1) [いろいろな受動態] 147-149 ［３］ ② 助動詞を含む文　③ 受動態の「時」の表し方

28 受動態 (2) [注意すべき受動態] 153-154 ［５］ ② 群動詞を含む表現　③ by以外の前置詞を使う表現

29 受動態 (2) [文型と受動態] 149-151 ［４］ S+V+O+O / S+V+O+C の受動態

32 不定詞 (1) [名詞的用法] 164, 184
p.164 ［１］ ① 名詞的用法：「～する[である]こと」
p.184 ［６］ ① 疑問詞＋to do

33 不定詞 (1) [形容詞的用法] 165, 167
p.165 ［１］ ② 形容詞的用法： 「～するための，～すべき」
p.167 Typical Mistakes ⑧

34 不定詞 (2) [副詞的用法] 168-171 ［1］ ③ 副詞的用法：「～するために，～して」

35 不定詞 (2) [意味上の主語] 172-176 ［２］ 不定詞の意味上の主語

36 不定詞 (3) [原形不定詞] 177-179 ［３］ 原形不定詞の用法：<S+V+O+do >

37 不定詞 (3) [完了形の不定詞] 180-182 ［４］ 不定詞が表す「時」：完了不定詞

38 動名詞 (1) [動名詞の働き] 202-203 ［１］ 動名詞<do ing>の基本的用法：「～すること」

39
動名詞 (1)
[意味上の主語と完了形の動名詞]

204-207
［２］ 動名詞の意味上の主語
［３］ 動名詞の表す「時」：完了動名詞

40
動名詞 (2)
[動名詞・不定詞を目的語にとる動詞]

208-212 ［５］ 動名詞または不定詞を目的語にとる動詞
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41 動名詞 (2) [慣用表現] 213-216 ［６］ 動名詞を使った慣用表現

42 分詞 (1) [分詞＋名詞] 224-225 ［１］ ① b) 1語の分詞＋名詞（名詞を前から修飾する）

43 分詞 (1) [名詞＋分詞句] 224 ［１］ ① a) 名詞＋分詞句（名詞を後ろから修飾する）

44 分詞 (2) [S＋V＋C (分詞)] 225-227  Typical Mistakes ⑪  ［１］ ② a) S＋V＋C (分詞)

45 分詞 (2) [S＋V＋O＋C (分詞)] 227-231 ［１］ ② b) S＋V＋O＋C (分詞)

46 分詞 (3) [基本的な分詞構文] 232-235 ［２］ ① 分詞構文の意味

47 分詞 (3) [さまざまな分詞構文] 236-239
［２］ ② 分詞構文のいろいろな形
［２］ ③ 完了形の分詞構文： having＋過去分詞
［２］ ④ 分詞の意味上の主語

52 比較 (1) [原級] 255-256 ［２］ 原級を使った表現

53 比較 (1) [比較級]  257-259 ［３］ 比較級を使った表現

54 比較 (2) [最上級] 260-262 ［４］ 最上級を使った表現

55 比較 (2) [比較表現の書きかえ] 262-264 ［５］ 最上級の内容を表す原級・比較級

56 比較 (3) [原級を使った慣用表現] 256, 265
p.256 ［２］ c) A ... X times as＋原級＋as B：「AはBのX倍□だ」
p.265 ［６］ ① 原級を含む慣用表現

57 比較 (3) [比較級を使った慣用表現] 266-270 ［６］ ② 比較級を含む慣用表現

58 関係詞 (1) [主格の関係代名詞] 282, 285
p.282 ［１］ ① a) 主格：who
p.285 ［１］ ② a) 主格：which, that

59 関係詞 (1) [目的格の関係代名詞] 283, 285, 287
p.283 ［１］ ① b) 目的格：whom [who]
p.285 ［１］ ② b) 目的格：which, that
p.287 ［１］ ③ thatが好まれる場合

60 関係詞 (2) [所有格の関係代名詞] 284, 286
p.284 ［１］ ① c) 所有格：whose
p.286 ［１］ ② c) 所有格：whose

61 関係詞 (2) [前置詞と関係代名詞] 288 ［２］ 関係代名詞が前置詞の目的語になる場合

62 関係詞 (3) [what] 289-290 ［３］ what

63 関係詞 (3) [関係副詞] 293-296 ［５］ ① 関係副詞の制限用法

64 関係詞 (4) [継続用法 (非制限用法)] 291-293, 298
pp.291-293 ［４］ 関係代名詞の非制限用法
p.298 ［５］ ③ 関係副詞の非制限用法

65 関係詞 (4) [複合関係詞] 298-302 ［６］ 複合関係詞

68 仮定法 (1) [仮定法過去] 312-313 ［１］ 仮定法過去：「もし（今）～なら…」

69 仮定法 (1) [仮定法過去完了] 314-315 ［２］ 仮定法過去完了：「もし（あのとき）～だったなら…」

70
仮定法 (2)
[仮定法過去と仮定法過去完了]

316 ［２］ 注意

71 仮定法 (2) [仮定法を使った表現 1]
316-320,

325

pp.316-317 ［３］ 願望を表す用法
pp.318-319 ［４］ ① as if [though]＋S'＋仮定法
p.320 ［４］ ③ It is (high/about) time(＋that)＋S'＋仮定法過去
p.325 ［７］ ② その他の注意すべき表現

72 仮定法 (3) [仮定法を使った表現 2]
319,

320-321，325

p.319 ［４］ ② If it were not for ～, If it had not been for ～
pp.320-321 ［5］ if節に代わる表現
p.325 ［７］ ① ifを省略した仮定法

73 仮定法 (3) [if S should / if S were to] 323 ［６］ 未来のことを仮定する表現

74 否定 (1) [否定表現]
349-351, 507

518-519

pp.349-351 ［１］さまざまな否定語
p.507 [７] ② none（代名詞用法のみ）
pp.518-519 ［11］ ② 不定代名詞：someone, everybody, nothing
など

75 否定 (1) [準否定表現 (hardlyなど)] 352-354 ［２］ 準否定

76 否定 (2) [部分否定・全体否定] 354-356 ［３］ 部分否定

77 否定 (2) [否定の慣用表現] 131, 357-360
p.131 ［６］ a) can
pp.357-358 ［４］ 二重否定　［５］ 否定語を使わない否定
pp.359-360 ［６］ 否定を含む慣用表現
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78 無生物主語・特殊構文 (1) [強調構文] 364-365 ［１］ ① 強調構文

79 無生物主語・特殊構文 (1) [倒置・省略] 367-372
pp.367-370 ［２］ 倒置表現
pp.371-372 ［３］ 省略表現

80-81
無生物主語・特殊構文 (2)
[無生物主語構文]

381-384 ［１］ 無生物主語構文

81 無生物主語・特殊構文 (2) [名詞構文] 384-385 ［２］ 名詞中心の表現（名詞構文）

84 前置詞 [場所を表す前置詞] 414-419 ［１］ ① 場所を表す前置詞

85 前置詞 [時を表す前置詞] 420-423 ［１］ ② 時を表す前置詞

86 接続詞 [等位接続詞] 392-396
pp.392-393 ［１］ 等位接続詞
pp.394-396 ［２］ 等位接続詞を使った重要表現

87 接続詞 [従位接続詞] 396-404
pp.396-398 ［３］ 名詞節を導く従位接続詞
pp.399-404 ［４］ 副詞節を導く従位接続詞

88
名詞・冠詞
[名詞の種類と数量の表し方]

456-461 ［１］ 数えられる名詞と数えられない名詞　［２］ 名詞の種類

89 名詞・冠詞 [冠詞の用法]
476-477,
480-482

pp.476-477 ［１］ ① 定冠詞の用法
pp.480-481 ［２］ 不定冠詞（a, an）
pp.481-482 ［３］ 無冠詞

90 代名詞 [人称代名詞 / itの主な用法] 493-501

pp.493-494 ［１］ 人称代名詞
p.495 ［２］ 所有代名詞「～のもの」
pp.496-498  ［３］ 再帰代名詞
pp.499-501  ［４］ itの用法

91 代名詞 [指示代名詞 / 不定代名詞]
502-503,

505, 508-509,
513-515

pp.502-503 ［５］ this/these, that/those
p.505 ［７］① one(代名詞としての用法)
pp.508-509 ［８］ anotherとother
p.513 ［10］① all
pp.514-515 [10] ③ each

92 形容詞・副詞 [形容詞の用法] 525-527 ［１］ 形容詞の用法

93 形容詞・副詞 [副詞の用法] 541-544 ［１］ 副詞の用法と位置
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