
高校 総合英語 暗記表 

高校で学習する英文法やイディオムを、 

基礎から効率良く身につけるためのテキストです。 
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このテキストの特徴と活用法 

 

 

 

文法 

第１章 受動態  

 English Japanese Check 

 This village was badly damaged by the flood last month. この村は、先月洪水でひどく損害を受けた。    

 
The traffic accident was caused by the man's reckless 

driving. 

その交通事故はその男の不注意運転によって引き起こさ

れた。 

   

 Japan is often compared to an over-crowded bus. 日本は混みすぎのバスによく例えられる。    

 
He will be elected Mayor of this city in the coming 

election. 
彼は今度の選挙でこの市の市長に選ばれるだろう。 

   

 The soldier was found lying deep in the snow. その兵士は雪中深く横たわっているのを見つけられた。    

 The man was offered a new position by the manager. その男は支配人に新しいポストを与えられた。    

 They were promised higher wages by their boss. 彼らは彼らの上司に高い賃金を約束された。    

受動態受動態受動態受動態はははは[be＋＋＋＋過去分詞過去分詞過去分詞過去分詞] 

例）He washed the car. ｢彼はその車を洗った｣   

→ The car was washed by him. ｢その車は彼によって洗われた｣   

 
He speaks at random, so his words cannot be relied on 

at all. 
彼は適当に話す、だから彼の言葉は全く当てにされない。 

   

 The room has not been slept in since he died years ago. 
何年も前に彼が死んで以来、その部屋で誰もずっと眠っ

ていない。 

   

 
His father died young, and he was brought up by his 

uncle. 

彼の父は若くして死んだ、そして彼は彼の叔父に育てら

れた。 

   

 
The rule was done away with at once because it was 

harmful. 
有害だったので、その規則はすぐに廃止された。 

   

 
I don't want to be talked back to by my sons and 

daughters. 
私は息子や娘に言い返されたくない。 

   

 He was made fun of in the presence of others. 彼は他の人の前でからかわれた。    

 He will be made much of wherever he happens to be. 彼はどこにいてもちやほやされるだろう。    

 Great care should be taken of these young children. これらの幼児達に大きな注意が払われるべきだ。    

 Good use was made of this map at our school. 私達の学校でこの地図がよく使われた。    

前置詞前置詞前置詞前置詞ととととセットセットセットセットのののの動詞動詞動詞動詞はははは受動態受動態受動態受動態でもでもでもでもセットセットセットセットのままのままのままのまま 

例）Ken listened to the song. ｢健はその歌を聴いた｣ 

→ The song was listened to by Ken. ｢その歌は健に聴かれた｣ 

 
I was advised by the doctor to eat more vegetables 

and stop smoking. 

私は医者にもっと野菜食べて喫煙をやめるよう忠告され

た。 

   

 
I was told by my father to keep the children off the 

grass. 
私は父に子供達を芝生に近づけないよう言われた。 

   

 What he said was considered to be of no importance. 彼の言ったことは重要でないと考えられた。    

 
The man was seen to run away with a string of 

sausages from the butcher's. 

その男は肉屋から一束のソーセージを持って逃げ去るの

を見られた。 

   

｢｢｢｢見見見見られたられたられたられた｣｢｣｢｣｢｣｢言言言言われたわれたわれたわれた｣｢｣｢｣｢｣｢頼頼頼頼まれたまれたまれたまれた｣｣｣｣というというというという受受受受けけけけ身身身身のののの行動行動行動行動にはにはにはにはtoがつくがつくがつくがつく 

例）He was told to study English. ｢彼は英語を勉強するよう言われた｣ 

  She was asked to help Tom. ｢彼女はトムを手伝うよう頼まれた｣ 

 

①英語を見て日本語を考える  ④日本語を見て英語を考える 

②英文を聞き、声に出して読む ⑤英文を聞き、声に出して読む 

③×になった文は２回書き確認 ⑥×になった文は２回書き確認 

それぞれの章のタイトル 

「勉強時間の短縮」「集中力の持続」「理解度のアップ」 

この３つのために、文法の解説や例文は、出来る限り文字数

を減らし、簡潔にしています。 

脳の記憶のメカニズムを利用して、

効率良く学習する方法が記載され

ています。必ず実施しましょう☆ 

赤い部分が重要な箇所です。左半分や右半分を隠して、英語

を日本語に、日本語を英語に直しながら、総合的な英語力を

身につけましょう☆ 


