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文法
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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

文法
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第１章 受動態

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英文聞き、声に出して読む

⑤英文聞き、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

第２章 不定詞(前半)

English

Japanese

Check

English

Japanese

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

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

driving.

れた。

It is a rule with me to stay up till late at night.

夜遅くまで起きることは私の習慣だ。

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。

It is in his nature not to be satisfied unless he does

彼が出来ることを自分でするまで満足しないのは彼の性

himself what he is able to.

分だ。

All she could do was to make her own living.

彼女に出来るのは自分の生計を立てることだけだった。

その組合にとって、今ストライキをすることはその崩壊
For the union to go on strike now would mean its ruin.

He will be elected Mayor of this city in the coming

を意味するだろう。

彼は今度の選挙でこの市の市長に選ばれるだろう。
election.
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。

[to＋
＋動詞]で
動詞 で｢～すること
｢～すること｣
すること｣という意味
という意味

例）I decided to play tennis. ｢私はテニスをすることに決めた｣

to の前に not がつくと｢～
がつくと｢～しないこと
｢～しないこと｣
しないこと｣ 例）I decided not to play tennis. ｢私はテニスをしないことに決めた｣

受動態は
＋過去分詞]
受動態は[be＋
過去分詞

Mother told me many times to get up, but I pretended

母は起きるよう何度も私に言った、しかし私は寝ている

例）He washed the car. ｢彼はその車を洗った｣

to be asleep.

ふりをした。

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

He has managed to run the hotel business which he

彼は父から受け継いだホテル事業をなんとか経営してい

inherited from his father.

る。

He speaks at random, so his words cannot be relied on
彼は適当に話す、
だから彼の言葉は全く当てにされない。
at all.

He cannot afford to keep up the capital equipment of
彼は工場の投資設備を維持する余裕がない。

何年も前に彼が死んで以来、その部屋で誰もずっと眠っ

his factory.

ていない。

I intended to have handed in my resignation but I

私は辞表を提出するつもりだった、しかし妻の助言で考

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

彼の父は若くして死んだ、そして彼は彼の叔父に育てら

changed my mind on my wife's advice.

えを変えた。

uncle.

れた。

The room has not been slept in since he died years ago.

[to＋
＋動詞]を
動詞 を使った慣用表現
った慣用表現
pretend to ｢～するふりをする｣

The rule was done away with at once because it was
有害だったので、その規則はすぐに廃止された。
harmful.
I don't want to be talked back to by my sons and

managed to ｢なんとか～する｣

cannot afford to ｢～する余裕がない｣

intend to ｢～するつもりだ｣

He was the last man to leave the room, so he was asked

彼は部屋を出る最後の人だった、だから彼は電気を消す

to put out the lights.

よう頼まれた。
その医者は私に１日に３回飲むべきいくらかの薬をくれ

私は息子や娘に言い返されたくない。
daughters.
He was made fun of in the presence of others.

彼は他の人の前でからかわれた。

The doctor gave me some medicine to be taken 3 times

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。

a day.

た。

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。

I feel thirsty. Can I have something cold to drink?

私は喉が渇いた。冷たい飲み物をもらえますか？

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。

I overslept this morning and had almost no time to eat

私は今朝寝過ごして、朝食を食べるための時間がほとん

前置詞と
前置詞とセットの
セットの動詞は
動詞は受動態でも
動態でもセット
でもセットのまま
セットのまま

breakfast.

どなかった。

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

The man did not tell me which bus to take to the

その男は博物館へはどちらのバスに乗るべきか私に教え

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

museum.

なかった。

I was advised by the doctor to eat more vegetables

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

[to＋
＋動詞]で
動詞 で｢～するべき
｢～するべき｣｢～
するべき｣｢～するための
｣｢～するための｣
するための｣という意味
という意味

and stop smoking.

た。

例）Please tell me which way to go. ｢どちらの道に行くべきか教えてください｣
He gave me money to buy a book. ｢彼は私に本を買うためのお金をくれた｣

I was told by my father to keep the children off the
私は父に子供達を芝生に近づけないよう言われた。
grass.

The coldest season is yet to come.

最も寒い季節はまだ来てない。

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。

If you are really to succeed in anything, you must begin

もし君が何かで本当に成功するつもりなら、君は良い計

The man was seen to run away with a string of

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

by making a good plan.

画を立てることから始めねばならない。

sausages from the butcher's.

を見られた。

There seems to be no difference between the 2 cases.

その２つのケースには違いがないように思える。

｢見られた｣｢
られた｣｢言
｣｢言われた｣｢
われた｣｢頼
｣｢頼まれた｣
まれた｣という受
という受け身の行動には
行動には to がつく

She happened to be out when I called her this morning.

今朝彼女に電話した時、彼女はたまたま出かけていた。

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

It was likely to rain but it has turned out to be a fine

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

雨が降りそうだったけど天気のいい日になった。
day.
Computers have come to be widely used in our daily

コンピュータが私達の日常生活で広く使われるようにな

life.

ってきている。

When and where did you get to know such a

いつどこであんなハンサムな男の子と知り合うようにな

good-looking boy?

ったの？

[to＋
＋動詞]を
動詞 を使った慣用表現
った慣用表現
be yet to ｢まだ～ない｣
be likely to ｢～しそうだ｣

be to ｢～するつもりだ｣

seem to ｢～のように思える｣

come to ｢～するようになる｣

happen to ｢たまたま～する｣

get to ｢～するようになる｣

Check

①英語を見て日本語を考える

文法

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

①英語を見て日本語を考える

文法

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

第３章 不定詞(後半)

④日本語を見て英語を考える

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

第４章 動名詞

English

Japanese

Check

English

Japanese

Check

We asked him to come to our party but he turned

私達は彼にパーティーに来るよう頼んだ、しかし彼は私

Keeping early hours is good for the health.

早寝早起きをすることは健康に良い。

down our request.

達の要求を断った。

His hobby is collecting old coins and old postage stamps.

彼の趣味は古いコインや古い切手を集めることだ。

I promised to stand by him in time of need.

私は必要な時は彼の味方をすると約束した。

Would you mind looking after my baby while I am out?

私が出ている間赤ちゃんの世話をすることは嫌ですか？

I expected him to pick me up at my office and take

私は会社で彼が私を拾って駅までまっすぐ連れて行って

Dick narrowly escaped being run over by a taxi.

ディックはタクシーにひかれることから間一髪逃れた。

me straight to the station.

くれるのを期待していた。

He insisted on my paying the dept.

彼は私が借金を払うことを主張した。

The boy took part in the contest even though his

少年はその大会に参加した、父親が彼に参加しないよう

I cannot bear to think of your wonderful gift being

私は君の素晴らしい才能が無駄にされると思うことに耐

father had told him not to.

言ったのに。

wasted.

えられない。

The president ordered the papers to be typed as

社長は出来るだけ早くその書類がタイプされるよう命令

I'm sure of it being fine tomorrow morning.

私は明日の朝晴れることを確信している。

quickly as possible.

した。
[動詞
動詞＋
で｢～すること
動詞＋ing]で
｢～すること｣
すること｣という意味
という意味 例）I like playing the piano. ｢私はピアノを弾くことが好きだ｣

You are supposed to refrain from smoking in this sort
この種の劇場ではタバコを控えることになっている。
of theater.
The use of electricity enabled them to do a variety of
電気の使用が彼らに様々なことをするのを可能にした。
things.
I encouraged her to tell me what had happened in my

私は私のいない間に何が起こったのか言うよう彼女に促

absence.

した。

行動主は
動詞＋ing]の
の前
行動主は[動

例）I like her playing the piano. ｢私は彼女がピアノを弾くのが好きだ｣

On seeing the terrible sight, he turned pale.

そのひどい光景を見たとたん、彼は青くなった。

We can promote the welfare of mankind by making

原子力を平和利用することによって、私達は人類の福祉

peaceful use of atomic energy.

を促進することが出来る。

Thank you very much for sending for a doctor at once.

すぐに医者を呼びにやったこと本当にありがとう。

未来の
未来の行動には
行動には to がつく

He left by train without waiting for us to arrive.

私達が到着するのを待つことなしに彼は電車で去った。

例）She promised me to study English. ｢彼女は私に英語を勉強することを約束した｣

Instead of going out to the movie, he stayed indoors

映画に出かける代わりに、彼はテレビを見ながら家にい

watching TV.

た。

He listened attentively not to miss even one word.

彼は一言さえも逃さないよう注意深く聞いた。

My grandfather is hard of hearing, so you should

祖父は聞くことが難しい、だから君はもっと大きな声で

I felt in my pocket only to find my purse gone.

私はポケットを探って財布が無くなったのに気付いた。

speak in a louder voice.

話すべきだ。

I was very glad to find the book that I had given up

なくなったとあきらめていた本を見つけてとてもうれし

There is no accounting for tastes.

好みを説明することは出来ない。

for lost.

かった。

There is no use in trying to deceive yourself.

自分を偽ろうとすることは無駄だ。

How careless you are to have had your pocket picked

電車で寝ている間にポケットを探られてしまって君はな

How about watching a television program after dinner?

夕食後テレビ番組を見るのはどう？

while you were asleep in the train!

んて不注意なんだ！

約束した のは これからする行動 ＝ 未来(to がつく)

[to＋
＋動詞]で
動詞 で｢～するために
｢～するために｣
するために｣ 例）I went to America to study English. ｢私は英語を勉強するためにアメリカに行った｣
[to＋
＋動詞]で
動詞 で｢～して
｢～して…
して…だ｣

例）I was glad to hear the news. ｢私はそのニュースを聞いてうれしかった｣

前置詞の
前置詞の後の｢～すること
｢～すること｣
すること｣は ing がつく
例）I'm interested in watching movies. ｢私は映画を観ることに興味がある｣
He's proud of having a gold medal. ｢彼は金メダルを持っていることを誇りにしている｣
I cannot stand being talked about by others.

私は他の人に話されることに耐えられない。

This house needs repairing before winter comes.

冬が来る前にこの家は修理する必要がある。

His salary was too small to live in luxury.

彼の月収は贅沢に暮らすには少なすぎる。

He is only too anxious to marry me.

彼は非常に私と結婚するのを望んでいる。

I am looking forward to hearing from you soon.

すぐに君から返事をもらうことを楽しみにしている。

Would you be kind enough to mail this letter for me on

仕事へ行く途中に私のためにこの手紙を投函してくれる

What do you say to going for a drive in the suburbs?

郊外にドライブに行くのはどう？

the way to work?

位十分親切ですか？

I felt like crying when I heard that even he was

彼さえも私の意見に反対だと聞いた時、私は泣きたい気

It is said that Japanese universities are difficult to

日本の大学は入るのが難しくて卒業するのが簡単だと言

opposed to my opinion.

分だった。

enter but easy to graduate from.

われている。

Tohoku, where you'll find a lot of sights to see, is

東北は(そこで多くの見るべき名所を見つけられるんだ

worth visiting.

けど)訪れる価値がある。

I was not used to being treated like that, so I got a

私はそのように扱われることに慣れていなかった、だか

bit upset.

ら少し腹が立った。

We are apt to see the world from our particular point
私達は私達独自の視点から世界を見る傾向がある。
of view.
To do her justice, she is a good wife and wise mother.

彼女を公平に判断すると、彼女は良妻賢母だ。

[to＋
＋動詞]を
動詞 を使った慣用表現
った慣用表現
too ～ to … ｢…するには～すぎる｣
easy to ｢～するのが簡単｣

be anxious to ｢～するのを望む｣

be apt to ｢～する傾向がある｣

enough to ｢～する位十分｣

to do ～ justice ｢～を公平に判断すると｣

He makes a point of writing to his parents at least

彼は少なくとも月に２回両親に手紙を書くことにしてい

twice a month.

る。

It goes without saying that health is superior to wealth.

健康は富より優れていることは言うまでもない。

[動詞
動詞＋
を使った慣用表現
動詞＋ing]を
った慣用表現 cannot stand ～ing｢～は耐えられない｣
What do you say to ～ing｢～はどう？｣

look forward to ～ing｢～が楽しみだ｣

It goes without saying ～ing｢～は言うまでもない｣

make a point of ～ing｢～することにしている｣

be used to ～ing｢～に慣れている｣

need ～ing｢～する必要がある｣

feel like ～ing｢～したい気分だ｣

①英語を見て日本語を考える

文法

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

①英語を見て日本語を考える

文法

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

第５章 分詞

④日本語を見て英語を考える

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

第６章 話法

English

Japanese

Which do you like better, the rising sun or the setting

どちらが好き、昇っている太陽それとも沈んでいる太

He told me that he wanted to read that book then.

彼はその時その本を読みたかったと私に言った。

sun?

陽？

He asked me if I would go shopping with him the next

彼は私が次の日に彼と買い物に行くかどうかを私に尋ね

day.

た。

She asked me where I had gone the day before.

彼女は私が前の日どこに行ったのかを私に尋ねた。

A lot of wounded soldiers were lying still on the

Check

English

Japanese

Check

多くの負傷した兵士が戦場に静かに横たわっていた。
battlefield.
The boy sitting in the corner is my nephew named Jake.

Father told me to listen to that with great care.

父はそれを注意深く聞くよう私に言った。

現在分詞は
現在分詞は｢～している
｢～している｣、
している｣、過去分詞
｣、過去分詞は
過去分詞は｢～された
｢～された｣
された｣という意味
という意味

Mother asked me not to be so silly.

母はそんな馬鹿なまねをしないよう私に頼んだ。

例）The boy running in the ground is my son. ｢グランドを走っている少年は私の息子だ｣

He said with a sigh that he had been very careless.

彼は彼がとても不注意だったとため息をついて言った。

He cried out how stupid he had been.

彼は彼がなんて愚かだったんだと叫んだ。

He said that air pollution is a serious problem.

彼は空気汚染が深刻な問題だと言った。

角に座っている少年はジェイクという名の私の甥だ。

The window broken yesterday was expensive. ｢昨日壊された窓は高かった｣
I smelled something burning when I stepped inside
台所に立ち入った時、
私は何かが燃えているのを匂った。
the kitchen.

Our teacher said that Shakespeare died in 1616.

先生はシェイクスピアが 1616 年に死んだと言った。

I caught a boy stealing flowers from my garden.

私は庭から少年が花を盗んでいるのを目撃した。

Father told me to work hard, adding that then he

父は一生懸命勉強するよう私に言った、そうすれば彼は

I'm sorry to have kept you waiting for a long time in

この冷たい風の中長い間君を待っているままにしたのを

would buy me the camera.

私にそのカメラを買うとつけ加えた。

this cold wind.

すまなく思う。

動詞の
動詞の時制 彼女は私に｢私は今日買い物に行きたい｣と言った → 彼女は私に彼女がその日買い物に行きたかったと言った

There was so much noise that I couldn't make myself

とても雑音が多くて私は自分の声を聞かせることが出来

代名詞

彼女は私に｢私は今日買い物に行きたい｣と言った → 彼女は私に彼女がその日買い物に行きたかったと言った

heard.

なかった。

副詞

彼女は私に｢私は今日買い物に行きたい｣と言った → 彼女は私に彼女がその日買い物に行きたかったと言った

He had his house broken into last night.

彼は昨夜家に押し入られてしまった。

How long do you think it takes to go to Tokyo Station

He got his left leg broken in the last athletic meeting.

彼はこの前の運動会で左足を骨折した。

by subway?

I want this work finished before I set out for Europe

私は来週ヨーロッパへ旅立つ前にこの仕事を終わらせる

Do you know who is in charge of their class?

next week.

ことを望む。

Who do you think the man standing under the tree

地下鉄で東京駅まで行くのにどのくらいかかると思う？
彼らのクラスの担当は誰なのか知っていますか？
あそこで木の下に立っている男は誰だと思う？

何かが ～している(～
している ～される)のを
される のを どうする という文
という文でも分詞
でも分詞が
分詞が使われる

over there is?

例）I saw Arnold playing tennis. ｢私はアーノルドがテニスをしているのを見た｣

He asked me which of the two I liked better.

I heard my name called. ｢私は私の名前が呼ばれるのを聞いた｣

彼は好きなのはその２つのうちどちらなのか尋ねた。

｢～のか
｢～のか｣
のか｣という場合
という場合、
場合、疑問詞 誰が どうする の順番 例）Do you know where Ichiro plays baseball?

He stood in front of the gate with his arms folded.

彼は腕を組みながら門の前に立っていた。

He left the room with his eyes shining.

彼は目を輝かせながら部屋を出て行った。

They went out of the room unobserved.

彼らは目撃されないまま部屋から出て行った。

He suggested to me that we (should) take a drive to

She went out shopping, leaving her work half-done.

彼女は仕事を中途半端にしたまま買い物に行った。

Hakone the next day.

do you think は疑問詞の
疑問詞の後につく 例）Where do you think Ichiro plays baseball?

彼は次の日に箱根へドライブするのを私に提案した。

分詞には
分詞には｢～
には｢～しながら
｢～しながら｣
しながら｣という意味
という意味もあり
意味もあり、
もあり、…を ～しながら という場合
という場合 with がつく

He asked me what I supposed he had been doing since

彼はその朝から彼が何をしていたと思うかを私に尋ね

例）He went out of the room shouting loudly. ｢彼は大声で叫びながら部屋から出て行った｣

that morning.

た。

He told them that he had seen her the day before,

彼は前の日に彼女を見たけどそれ以来彼女を見ていない
と彼らに言った。

He went out of the room with his eyes shining. ｢彼は目を輝かせながら部屋から出て行った｣
Other things being equal, married women are superior

他のことが同じであるなら、先生として既婚女性は未婚

but that he had not seen her since.

to unmarried women as teachers.

女性より優れている。

The man prayed that God might bless him.

その男は神が彼を祝福するよう祈った。

Talking of traveling, have you ever been to Spain?

旅行と言えば、今までにスペインに行ったことある？

The doctor advised him not to eat between meals.

医者は間食しないよう彼に助言した。

Strictly speaking, he is not right in his theory.

厳密に言えば、彼は理論において正しくない。

She told herself that if she had money, she could buy

彼女はもしお金があればそのダイヤを買えるのにと一人

Admitting what you say, I still think you are wrong.

君の言うことは認めるが、
まだ君が間違っていると思う。

the diamond.

言を言った。

There being no objection, the meeting broke up.

反対がないので、議会は解散した。
通りを渡っている間、彼は強い風に帽子を飛ばされた。

the high wind.
分詞構文を
分詞構文を覚えよう
admitting ｢～は認めるけど｣

talking of ｢～と言えば｣

there being ｢～があるので｣

He said "Let's go." → He suggested that we should go.

He said "You had better go." → He advised me to go.

接続詞 He said "I'm poor, but I'm happy." → He told that he was poor but that he was happy."

While crossing the street, he had his hat blown off in

other things being equal ｢他のことが同じであるなら｣

動詞

strictly speaking ｢厳密に言えば｣

while ～ing ｢～している間に｣

仮定法 He said "If I had money, I could buy it." → He told that if he had money, he could buy it."

