
文法 

第７章 関係詞 

 English Japanese Check 

 The man who I thought was dead stood up suddenly. 私が死んだと思った男は突然立ち上がった。    

 I spoke to a man whom I believed to be my cousin. 私はいとこだと信じていた男に話しかけた。    

 The Amazon, whose source lies in the Andes, is the 

world's longest river. 

アマゾン川は(その源はアンデス山脈にあるんだけど)世

界最長の川だ。 

   

 He returned to his native village, which he had left 20 

years before. 

彼は生まれた村に戻った、そしてそこは彼が 20 年前に

去ったところだ。 

   

 The work, which was very demanding, did not tire him 

so much. 

その仕事は(それはとてもきつかったが)彼をそんなに疲

れさせなかった。 

   

｢｢｢｢そのそのそのその人人人人はははは｣｣｣｣ははははwho、｢、｢、｢、｢そのそのそのその人人人人のののの｣｣｣｣ははははwhose、｢、｢、｢、｢そのそのそのその人人人人をををを｣｣｣｣ははははwhom、｢、｢、｢、｢それはそれはそれはそれは｣｣｣｣ははははwhich、｢、｢、｢、｢それのそれのそれのそれの｣｣｣｣ははははwhose、｢、｢、｢、｢そそそそれをれをれをれを｣｣｣｣ははははwhich 

例）I know the man who can swim fast. 私は 知っている 男を その人は 速く泳げる ＝ 私は速く泳げる男を知っている 

関係詞関係詞関係詞関係詞のののの前前前前ににににカンマカンマカンマカンマがつくとがつくとがつくとがつくと｢｢｢｢そしてそしてそしてそして｣｣｣｣というというというという意味意味意味意味。。。。カンマカンマカンマカンマでででで挟挟挟挟まれたらまれたらまれたらまれたら補足的補足的補足的補足的なななな説明説明説明説明になるになるになるになる。。。。 

 Who that has read Tolstoy's great novels can forget 

their fascination? 

トルストイの偉大な小説を読んだことのある人がその魅

力を忘れられるだろうか？ 

   

 Have your children read such books as will do them 

good. 
子供には彼らのためになるような本を読ませなさい。 

   

 There is no mother but loves her own child. 自分の子供を愛さないような母親はいない。    

 He spent more money than was intended to be spent. 彼は使おうと思っていた以上のお金を使った。    

 As was the custom with him, he went out for a walk 

after supper. 
彼の習慣だったのだが、彼は夕食後散歩に出かけた。 

   

 You have only to write down what you have seen and 

heard so far. 

あなたがこれまで見聞きしたことを書き留めさえすれば

いい。 

   

 The village looks quite different from what is used to 

be. 
その村は以前のものとはすっかり違って見える。 

   

 He gave to his wife what little money he earned. 彼は稼いだわずかなお金を妻に与えた。    

 It's a good book, and what is more, it's quite a cheap 

one. 

それは良い本だ、更に良いことに、それはとても安いも

のだ。 

   

 He told the unbelievable story to whoever would 

listen. 

彼は聞こうとする人なら誰にでもその信じられない物語

を話した。 

   

 Please take whatever you like and bring it back 

whenever you want to. 

好きなものを何でも取って、望む時にいつでもそれを戻

して下さい。 

   

who-whose-whom、、、、which-whose-which 以外以外以外以外のののの関係代名詞関係代名詞関係代名詞関係代名詞 

who that｢～な人｣  as｢～のような｣  but｢～しないような｣  than｢～以上の｣  

what｢～なこと｣  what little｢わずかな｣  what is 比較級｢更に～なことに｣  whoever｢誰でも｣  whatever｢誰でも｣ 

 The day will soon come when we can make a trip to the 

moon. 
月へ旅行出来る日がすぐ来るだろう。 

   

 The best way to learn a foreign language is to go to 

the country where it is spoken. 

外国語を学ぶ一番の方法はそれが話されている国へ行く

ことだ。 

   

 There is every reason why the book should have so 

wide an appeal to the public. 

その本が大衆にとても広い受け入れを持つ十分な理由が

ある。 

   

 The house in which my uncle lives is situated on the 

other side of the hill. 
私の叔父が住む家はその丘の反対側に位置する。 

   

 I stayed in Japan for only a few months, during which 

time I went through a series of hardships. 

私は日本に数ヶ月だけ滞在した、その間にいろいろな苦

労を経験した。 

   

｢｢｢｢時時時時｣｣｣｣にはにはにはにはwhen、｢、｢、｢、｢場所場所場所場所｣｣｣｣にはにはにはにはwhere、｢、｢、｢、｢理由理由理由理由｣｣｣｣にはにはにはにはwhyがつくがつくがつくがつく。。。。例）I went to the office where my father works. 

｢｢｢｢時時時時｣｣｣｣やややや｢｢｢｢場所場所場所場所｣｣｣｣ををををwhichをををを使使使使ってってってって表表表表すすすす時時時時はははは、、、、in, at, duringなどのなどのなどのなどの前置詞前置詞前置詞前置詞がつくがつくがつくがつく。。。。 

例）I went to the office at which my father works. 

 

 

文法 

第８章 接続詞(前半) 

 English Japanese Check 

 Hardly had we touched his cheek when he came to. 私達が彼の頬を触るとすぐ彼は意識を取り戻した。    

 As soon as she graduated from college, she got 

married to a certain famous actor. 

彼女は大学を卒業するとすぐに、ある有名な俳優と結婚

した。 

   

 The moment a reader takes up a book, he is immediately 

put in touch with one of the best talkers of the world. 

読者は本を手に取るとすぐ、世界で最高の語り手の一人

と関わりをもつことになる。 

   

 You are not allowed to leave the room before the bell 

rings. 
ベルが鳴るまでは部屋を出ることは許されない。 

   

 The accident occurred 2 hours after the plane had 

taken off from the airport. 

飛行機が空港を離陸して２時間後にその事故は起こっ

た。 

   

 Man in general does not appreciated what he has until 

he loses it. 
一般に人は失うまで持っているものを有難く思わない。 

   

 She was busy preparing for dinner as she listened to 

the radio. 
彼女はラジオを聴きながら夕食の準備に忙しかった。 

   

 Next time I meet you, I think you will have changed 

beyond recognition. 

次に会う時は、君は見分けがつかない程変わってしまっ

ていると思う。 

   

 Once you have fallen into the habit of smoking, it 

takes a great deal of effort to get rid of it. 

一度喫煙の習慣にはまったら、それをやめるのに大変な

努力が必要だ。 

   

｢｢｢｢時時時時｣｣｣｣をををを表表表表すすすす接続詞接続詞接続詞接続詞   

hardly ～when｢～するとすぐ｣   as soon as｢～するとすぐ｣   the moment｢～するとすぐ｣  before｢～まで｣   

after｢～後に｣   until｢～まで｣   as｢～しながら｣  next time｢次に～する時｣  once｢一度～すると｣ 

 He could not take part in the game, but that was only 

because he had stiff shoulders. 

彼は試合に参加出来なかった、しかしそれはただ肩がこ

っていたからだった。 

   

 As she is delicate in health, I'm afraid she is not up to 

the job. 

彼女は健康が虚弱なので、残念ながら彼女はその仕事に

向いてないと思う。 

   

 Seeing that he refused to help us, there is no reason 

that we should now stand by him. 

彼が私達を助けるのを断ったことを考えると、私達が今

彼の味方をする理由はない。 

   

 Now he is a foreigner, he is naturally not used to the 

Japanese way of life. 

彼は外国人なので、日本の生活様式に慣れてないのは当

然だ。 

   

 I gave up my job not that I disliked it, but that I 

thought I was unequal to it. 

私は仕事を辞めた、それが嫌いだからではなく、それに

匹敵しないと思ったからだ。 

   

 Doctors should study hard so that they may keep 

abreast of all the latest developments in medicine. 

医学の最新の進歩に遅れないように医者は一生懸命勉強

すべきだ。 

   

 You should take an umbrella with you in case you are 

caught in a shower on the way. 

途中で夕立にあうといけないから傘を持っていくべき

だ。 

   

 I kept as nearly as I could in the middle of the road 

lest I should fall into the ditch. 

溝に落ちないように私は出来るだけ道路の真ん中近くを

維持した。 

   

 He punched me so hard that the pain was unbearable. 彼はとても激しく殴ったので痛みは耐えられなかった。    

 The children were having such a good time that their 

mother hated to call them in. 

子供達はとても楽しい時を過ごしていたので母親は彼ら

を呼び入れたくなかった。 

   

 Such was the force of the explosion that all the 

windows were broken to pieces. 

その爆発の力はすごかったので全ての窓が粉々に壊れ

た。 

   

｢｢｢｢理由理由理由理由｣｣｣｣をををを表表表表すすすす接続詞接続詞接続詞接続詞   only because｢ただ～だから｣  as｢～なので｣  seeing that｢～を考えると｣   

now (that)｢(今や)～なので｣  not that ～, but that …｢～だからではなく、…だから｣  so that｢～するように｣   

in case｢～するといけないから｣  lest｢～しないように｣  so(such) ～ that …｢とても～なので…｣ 

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 

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 



文法 

第９章 接続詞(後半) 

 English Japanese Check 

 You may have leave this time so long as it does not set 

a precedent. 
前例とならない限り今回は去ってもいい。 

   

 No matter how much money you save, it means nothing 

unless you know how to use it. 

どんなにたくさんお金を貯めても、それをどう使うか知

らない限り無意味だ。 

   

 For this once you must make an apology to him, even 

though you don't want to. 

今回だけは彼に謝らねばならない、たとえ君が望まなく

ても。 

   

 Whether the rumor is true or not, it doesn't concern 

us. 
その噂が本当であろうがなかろうが、私達には関係ない。 

   

 Though he works very hard, he has made little 

progress in English. 

彼はとても一生懸命勉強するけど、英語でほとんど進歩

がみられない。 

   

 Much as we resemble one another, no two people are 

exactly alike. 

私達はお互いかなり似ているけど、正確に同じ人は２人

といない。 

   

 Do away with all your prejudices and try to see things 

as they are. 

全ての偏見を捨ててありのままに物事を見るようにしな

さい。 

   

｢｢｢｢譲歩譲歩譲歩譲歩｣｣｣｣をををを表表表表すすすす接続詞接続詞接続詞接続詞 

so long as｢～でない限り｣  unless｢～でない限り｣  whether ～ or not｢～であろうとなかろうと｣ 

though｢～だけど｣  副詞 as｢～だけど｣  as they are｢ありのままに｣ 

 Come what may, you ought to do your best. たとえ何がやってきても、最善を尽くすべきだ。    

 Try as you will, you won't succeed in making yourself 

understood. 

どんなにやってみても、君の言うことを理解させること

に成功しないだろう。 

   

 Rain or shine, we will have to carry out the plan. 雨でも照っても、その計画を実行せねばならないだろう。    

 With all her riches, she does not lead a happy life. 彼女の富にかかわらず、彼女は幸せな生活を送ってない。    

 In spite of my repeated refusals, he insisted on my 

going there. 

繰り返しの断りにかかわらず、彼は私がそこに行くこと

を主張した。 

   

 We will have to put off the departure regardless of 

the weather. 

天候にかかわらず私達は出発を延期せねばならないだろ

う。 

   

 Many people, if not most, look on literature as a 

refined hobby. 

大部分でなくとも、多くの人が文学を洗練された趣味と

見なしている。 

   

 There is little, if any, milk left in the bottle. あるとしても、瓶にはほとんどミルクは残ってない。    

 She seldom, if ever, makes up her face. もしあっても、彼女は顔のメイクを滅多にしない。    

 He certainly has his faults, but I love him all the same. 彼は確かに欠点がある、しかしそれでも彼が好きだ。    

｢｢｢｢譲歩譲歩譲歩譲歩｣｣｣｣をををを表表表表すすすす慣用表現慣用表現慣用表現慣用表現  come what may｢たとえ何がやってきても｣  try as you will｢どんなにやってみても｣   

rain or shine｢雨でも晴れでも｣  with all｢～にかかわらず｣  in spite of｢～にかかわらず｣  regardless of｢～にかかわらず｣ 

if not｢～でなくとも｣  if any｢あるとしても｣  if ever｢あるとしても｣  all the same｢それでも｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文法 

第１０章 無生物主語 

 English Japanese Check 

 15 minutes' walk brought him to the lake. 15 分の歩行が彼をその湖にもたらした。    

 Neither road will lead you to the destination. どちらの道も君をその目的地に導かないだろう。    

 The bus will take you to the university you are looking 

for. 
そのバスは君を探している大学へ連れて行くだろう。 

   

 The picture calls up memories of the good old days. その写真は古き良き時代の記憶を呼び起こす。    

 The story reminds me of his late father. その話は私に彼の死んだお父さんを思い出させる。    

 The fact shows that he is above telling a lie. その事実は彼が決して嘘をつかないことを示している。    

 97 cents will buy you plenty of food. 97 セントが君にたくさんの食料を買ってくれるだろう。    

 The sad news drove him almost mad. その悲しいニュースが彼をほとんど狂気にさせた。    

 This medicine will make you feel a bit better. この薬が君を少し気分良くさせるだろう。    

 What makes you climb mountains at the risk of your 

life? 
何が命を犠牲にしてまで君を山に登らせるの？ 

   

 The war deprived the old mother of her only son. その戦争がその老母から彼女の一人息子を奪った。    

 Words failed me at the last minute. 最後になって言葉が私を裏切った。(言葉が出なかった)    

 The newspaper says that a big fire broke out in 

Shinjuku last night. 
その新聞は昨夜新宿で大火事があったと伝えている。 

   

 The last 10 years have seen a remarkable 

development of computers. 

過去 10 年はコンピュータの目ざましい発展を見てきて

いる。 

   

英語特有英語特有英語特有英語特有のののの無生物主語無生物主語無生物主語無生物主語のののの文文文文にににに慣慣慣慣れようれようれようれよう 

例）｢そのバスに乗れば君は博物館に行けます｣ → ｢そのバスが君を博物館に連れて行くだろう｣ 

The bus will take you to the museum.  

 My safe return greatly delighted my parents. 私の無事な帰還は両親を大いに喜ばせた。    

 
His honesty would not allow him to accept any bribe. 

彼の正直さはどんな賄賂も受け取ることをどうしても許

さなかった。 

   

 A visit to an art gallery enables us to see a large 

number of splendid paintings. 

美術館を訪れることは私達に多くの素晴らしい絵を見る

のを可能にする。 

   

 His father's sudden death compelled him to leave 

high school. 
彼の父の突然の死は彼に高校を去ることを強制した。 

   

 Careful observation shows that there are many kinds 

of insects around us. 

注意深い観察が私達のまわりに多種の昆虫がいることを

示す。 

   

 The mere thought of a snake makes me shudder. ヘビをちょっと考えることが私を身震いさせる。    

抽象名詞抽象名詞抽象名詞抽象名詞がががが主語主語主語主語のののの文文文文にもにもにもにも慣慣慣慣れようれようれようれよう 

例）｢私が無事に帰って母は幸せだった｣ → ｢私の無事な帰還が母を幸せにさせた｣ 

  My safe return made my mother happy. 

 

 

 

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 

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 



文法 

第１１章 it を用いた構文 

 English Japanese Check 

 It has been raining on and off since the other day. 先日から雨が降ったり止んだりしている。    

 How long is it since you took up playing tennis? 君がテニスを始めてからどの位ですか？    

 Judging from the sky, it looks like snow this afternoon. 空から判断すると、今日の午後は雪のようだ。    

 It won't be long before he catches up with our party. 彼が私達の一団に追いつくまで長くないだろう。    

 It is 5 years since his wife died. 彼の妻が死んでから５年だ。    

 It is a long way to New York. ニューヨークまでは長い道のりだ。    

 They got to the summit of the mountain before it got 

dark. 
暗くなる前に彼らは山の頂上に着いた。 

   

｢｢｢｢天気天気天気天気｣｢｣｢｣｢｣｢時間時間時間時間｣｢｣｢｣｢｣｢距離距離距離距離｣｢｣｢｣｢｣｢明暗明暗明暗明暗｣｣｣｣などなどなどなど人間人間人間人間のののの意志意志意志意志とととと関係関係関係関係ないないないない事柄事柄事柄事柄はははは itがががが主語主語主語主語としてとしてとしてとして使使使使われるわれるわれるわれる 

例）It is sunny today. ｢今日は晴れだ｣ 

  It is dark in this room. ｢この部屋は暗い｣ 

 It took him 3 weeks to finish reading the large volume. その分厚い本を読み終えるのは彼に３週間かかった。    

 It will cost 3 billion yen to put up the bridge which is 

now under construction. 
今建設中の橋を完成するのに30 億円かかるだろう。 

   

 It is quite natural for children to look up to their 

parents. 
両親を尊敬するのは子供にとって全く自然だ。 

   

 It was very kind of you to come all the way to see me 

off at the station. 

私を見送りにはるばる駅まで来てくれて君はとても親切

だった。 

   

 It is doubtful whether money will bring us happiness. お金が私達に幸せをもたらすかどうかは疑わしい。    

 It makes no difference to me who will be elected 

chairman of the committee, 
誰が委員会の議長に選ばれるかは私にはどうでもいい。 

   

 It is no use having a plan unless you try to put it into 

practice. 
君が実行しようとしない限り計画を立てても無駄だ。 

   

 You will find it rather boring to live in the country all 

by yourself. 

全く一人で田舎に住むのはかなり退屈だと君は分かるだ

ろう。 

   

 I make it a rule not to call on others without any 

previous appointment. 

私は前もって約束せずに他人を訪問しないことにしてい

る。 

   

 Please see to it that the door is locked without fail. 間違いなくドアに鍵がかかっていることを確かめて。    

 He took it for granted that his novel would make a 

wide appeal to the public. 

彼の小説が一般の人々に広く受入れられることを彼は当

然だと思った。 

   

主語主語主語主語やややや目的語目的語目的語目的語がががが長長長長いいいい場合場合場合場合、、、、形式形式形式形式的的的的にににに itをををを使使使使うううう 

例）｢毎日英語を勉強することは難しい｣       → It is difficult to study English everyday. 

  ｢私は毎日英語を勉強するのが難しいと分かった｣ → I found it difficult to study English everyday. 

 It was not until I came back home that I realized that 

I had left my camera in the train. 

私がカメラを電車に置き忘れたのに気付いたのは家に戻

ってからだった。 

   

 It is only in our own age that we have begun looking at 

history in the same way as science. 

科学と同じように歴史を見始めたのは私達の時代だけ

だ。 

   

 It is no one but I who am to blame for the damage. その損害を非難されるべきなのは誰でもなく私だ。    

 What is it that he is fishing for? 彼が求めているものは何なのか？    

 It happened that he came across one of his old 

friends in the subway. 
彼が地下鉄で級友の一人に出会ったのは偶然だった。 

   

強調強調強調強調したいしたいしたいしたい語語語語はははは it is のののの後後後後にににに持持持持ってくるってくるってくるってくる 

例）It was Kitajima that won the gold medal.  ｢金メダルを取ったのは北島だった｣ 

  It was the gold medal that Kitajima won.  ｢北島が取ったのは金メダルだった｣ 

 

 

 

 

文法 

第１２章 仮定法 

 English Japanese Check 

 If you were rich enough to make a long trip, where 

would you like to go? 

もし君が長旅をする位十分金持ちなら、どこへ行きた

い？ 

   

 If the car had not broken down on the way, he would 

have been in time for the train. 

もし途中でその車が壊れなければ、彼は電車に間に合っ

ただろう。 

   

現在現在現在現在のののの反対反対反対反対はははは過去形過去形過去形過去形、、、、過去過去過去過去のののの反対反対反対反対はははは過去完了形過去完了形過去完了形過去完了形 

例）もし彼がお金を持っていれば → If he had money 

例）もし彼がお金を持っていたら → If he had had money 

 A true friend would have done otherwise. 本当の友達なら反対のことをしただろう。    

 With a little more patience, he could have persuaded 

her into telling him the truth. 

もう少し忍耐があれば、真実を言わせるよう彼は彼女を

説得出来ただろう。 

   

 But for air and water, no living things on the earth 

could survive. 

空気と水がなければ、地球上のどの生き物も生きられな

いだろう。 

   

｢～｢～｢～｢～するだろうするだろうするだろうするだろう｣｣｣｣はははは過去過去過去過去のののの助動詞助動詞助動詞助動詞、｢～、｢～、｢～、｢～しただろうしただろうしただろうしただろう｣｣｣｣はははは過去過去過去過去のののの助動詞助動詞助動詞助動詞＋＋＋＋have＋＋＋＋過去分詞過去分詞過去分詞過去分詞 

例）もし彼がお金を持っていれば、彼は新車を買うだろう  → If he had money, he would buy a new car. 

例）もし彼がお金を持っていたら、彼は新車を買っただろう → If he had had money, he would have bought a new car. 

 We felt happy as if we were still dreaming. まるでまだ夢見ているように私達は幸せな気分だった。    

 I wish prices would come down soon. 値段がすぐに下がればいいのに。    

 If only you had taken a little more care. 君がもう少し注意を払ってさえいたらなぁ。    

 If it should rain tomorrow, the athletic meeting would 

be put off. 
万が一明日雨が降れば、運動会は延期されるだろう。 

   

 It is a matter for regret that he should have died so 

young. 
彼がそんなに若くして死んだのは残念なことだ。 

   

 It is high time that you learned to behave yourself. 君が行儀良くすることを学んでもいい年頃だ。    

仮定法仮定法仮定法仮定法をををを作作作作るるるる語句語句語句語句 

as if｢まるで～のように｣  I wish｢～ならいいのに｣  if only｢～さえすればなぁ｣  if ～ should｢万が一～なら｣ 

should[残念・主張などの気持ちを表す]  ｢it is high time that｢～する時間だ｣ 

 Do what you have been told, or you'll be scolded. 言われたことをしなさい、さもないと叱られるよ。    

 One more step, and you are a dead man. もう一歩動いてみろ、そうしたらお前は死人になるぞ。    

 Be sure to put out the lights before you leave the room. 部屋を出る前に必ずライトを消しなさい。    

 Please don't fail to give my best regards to your family. 君の家族に忘れずによろしく伝えて下さい。    

命令文命令文命令文命令文をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

命令文、or｢～しなさい、さもないと｣  命令文、and｢～しなさい、そうすれば｣ 

be sure to｢必ず～しなさい｣  don't fail to｢忘れずに～しなさい｣ 

 If you don't get out of here, I'll call the police. もし君がここから出て行かなければ、警察を呼ぶ。    

 Let's go for a drive one of these days when it clears up. 晴れ上がったら近いうちにドライブに行こう。    

 I shall have finished my homework by the time he 

comes back. 

彼が戻るまでには私は宿題を終えてしまっているだろ

う。 

   

 When you have done with the book, will you lend it to 

me? 
君がその本を読み終えたら、それを私に貸してくれる？ 

   

｢｢｢｢未来未来未来未来のののの条件条件条件条件｣｣｣｣はははは現在形現在形現在形現在形 

例）もし明日晴れたら、私は野球をするだろう → If it is fine tomorrow, I will play baseball. 

  君が２０才になった時に、このバッグをあげよう → When you become 20, I will give you this bag. 

 

 

  

 

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 

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 


