
基本英作文 これだけ１００文 ⑨ 

日本文 英語的に考える 英作文 

あいさつの仕方は国によりさまざ

まだが、日本では、握手よりお辞儀

の方がふつうだ。 

あいさつの方法は/異なります/

国々で 日本では、お辞儀が/です/

より一般的/握手より 

Ways of greeting vary from country to country.  

In Japan, bowing is more common than shaking 

hands. 

浜松は、美しい景色と海産物で有名

な浜名湖の東に位置しています。 

浜松は/位置しています/浜名湖の

東に、それは有名です/その美しい

景色とおいしい魚で 

Hamamatsu is located east of Lake Hamana, 

which is famous for its beautiful scenery and 

delicious fish. 

年配の女性の中には、１人で何もする

ことができず妻にしがみついて離れな

い夫を軽蔑する人も少なくない。 

かなりの年配女性が/軽蔑します/彼らの夫

を、その人達は/することが出来ません/何も

/自分で/そして頼みます/多すぎることを 

Quite a few elderly women look down on their 

husbands, who cannot do anything by themselves 

and ask too much of them. 

その映画館までは徒歩でおよそ２

０分ですが、地下鉄なら５分で行く

ことができます。 

映画館は/です/約２０分の歩き/ここ

から、しかし/それは/かかります/たっ

た５分/そこに着くために/地下鉄で 

The movie theater is about twenty minutes’ walk 

from here, but it takes only five minutes to 

get there by subway. 

この自転車を修理してもらうのに

１万円かかりました。 

それは/かかりました/１万円/させ

るために/この自転車を/修理され

た状態に 

It cost ten thousand yen to have this bike 

repaired. 

うちは４人家族で、家はこのマンシ

ョンの５階にあります。 

います/４人/私の家族で 私達の

アパートは/あります/５階に/この

建物の 

There are four people in my family.  Our 

apartment is on the fifth floor of this 

building. 

若者が活字なら何でも鵜呑みにし

てしまうという傾向は、今に始まっ

たことではない。 

印刷された全てを若者が信じると

いう傾向は/です/新しくないこと 

The tendency for young people to believe 

everything that is printed is nothing new. 

パリに留学していた頃、ある有名な

画家に高級レストランでごちそう

してもらった経験がある。 

私がパリで勉強していた時、有名な

画家が/連れて行きました/食事に/

私を高級レストランで 

When I was studying in Paris, a famous painter 

bought me a meal at a first-class restaurant. 

多くのものを犠牲にして、トムはつ

いに宇宙飛行士になるという夢を

実現した。 

トムは/ついに実現しました/宇宙

飛行士になる彼の夢を、しかし/多

くの他のものを犠牲にして  

Tom finally realized his dream of becoming an 

astronaut, but at the expense of many other 

things. 

都会の生活でたまったストレスや

疲れをとるには、自然の中でのんび

りするのが一番です。 

もし都会生活があなたにストレスと疲れを

与えたら、それは/です/一番/山や浜辺でリ

ラックスすることが/それらを開放するため 

If city life gives you stress and fatigue, it 

is best to relax in the mountains or on beaches 

in order to relieve them. 

全 100 文の中に、高校３年間で学習する文法や構文が凝縮されています。 

この 100 文をしっかり身につけることで、正しい英作文が出来るようになります☆ 

学習の進め方 

① まず日本文を読みます。 

② 次に、その日本文を英語的に考えると、どのような語順になるかを確認します。 

③ 仕上げに、その語順通りに英語を考えて、英作文を完成させます。 

 

 

基本英作文 これだけ１００文 ⑩ 

日本文 英語的に考える 英作文 

日本では、女性は出産・育児の後は

復職や昇進において不利になる。 

日本で、女性達は/持っています/

困難を/昇進されることや仕事に戻

ることに/出産や子供を育てた後 

In Japan, women have difficulty getting 

promoted or returning to their jobs after 

giving birth and raising their children. 

アメリカでは、自分で運転できる年

齢に達するまで、子供はどこに行く

にも親に車で送ってもらう。 

アメリカで、親は/運転して連れて行きます/

彼らの子供達を/どこにでも/彼らが運転免

許を取れるくらい十分な年になるまで 

In the U.S., parents drive their children 

everywhere until they are old enough to get a 

driver’s license. 

「すみませんが、郵便局までどう行

ったらいいですか？」 

「２節目を左です。右にあります。」 

「すみません 教えてくれますか/私に/郵便局の行

き方を」「行きなさい/まっすぐ２区間、それから/曲

がって/左へ あなたは/見つけます/それを/左手に」 

“Excuse me.  Could you tell me how to get to 

the post office?”“Go straight for two blocks, 

then turn left.  You’ll find it on your left. 

「今度の先生をどう思う？」 

「どこか魅力的なところがあるよ

ね」 

「何と/あなたは思いますか/私達の新

しい先生を」「あります/何かが/彼女に

関して/私を引きつけるものが」 

“What do you think of our new teacher?” 

“There is something about her that attracts 

me.” 

混雑した電車で、２人分の席を占領

して平気な顔をしている人を見る

と本当に腹が立つ。 

混雑した電車で２つの席を占領してい

ることについて罪悪感を感じない人々

は/本当にさせます/私を/腹立たしく 

People who don’t feel guilty about occupying 

two seats on a crowded train really make me 

angry. 

人は誰でも生まれながらにして何

らかの才能を持っているが、問題は

それを見つけられるかどうかだ。 

皆/生まれます/才能を持って 問

題は/です/彼らがそれを見つける

ことが出来るかどうか 

Everyone is born with a talent.  The question 

is whether they can find it or not. 

昼ごはんを食べに会社を出たら、高

校時代の友達にばったり出会った。 

私が昼食に会社を出た後、私は/偶

然出会いました/高校からの旧友に 

When I left the office for lunch, I ran into 

an old friend from high school. 

この音楽は何度も繰り返して聴く

価値がある。君もぜひ聴いてみたら

いいよ。 

この音楽は/あります/聞く価値が/

何度も何度も 私は/勧めます/そ

れを 

This music is worth listening to over and over 

again.  I recommend it. 

歯は健康にとって大切な役割を果たし

ています。健康でいたければ、毎食後

の歯磨きを励行しなければならない。 

歯は/果たします/重要な役割を/あなたの健

康に もしあなたが健康でいることを望む

なら、あなたは/磨くべきです/歯を/毎食後 

Teeth play an important part in your health.  

If you want to stay healthy, you should brush 

your teeth after every meal. 

やる気さえあれば何事においても

成功できる、ということを心に留め

ておきなさい。 

留めなさい/心に/もしあなたが熱意を

持っていたら、あなたは何にでも成功

することが出来るということを 

Bear in mind that if you have enthusiasm, you 

can succeed in anything. 

全 100 文の中に、高校３年間で学習する文法や構文が凝縮されています。 

この 100 文をしっかり身につけることで、正しい英作文が出来るようになります☆ 

学習の進め方 

① まず日本文を読みます。 

② 次に、その日本文を英語的に考えると、どのような語順になるかを確認します。 

③ 仕上げに、その語順通りに英語を考えて、英作文を完成させます。 

 


