
文法 

第１３章 助動詞 

 English Japanese Check 

 He cannot have taken me for my little sister. 彼は私を妹と間違えたはずがない。    

 We cannot be too careful in the choice of our friends. 友達の選択にいくら注意してもしすぎることはない。    

 I could not but laugh when my brother fell off his bed. 弟がベッドから落ちた時、私は笑わずにいられなかった。    

 You must have been thinking of something else. 君は何か他のことを考えていたに違いない。    

 You don't have to talk so loud.  He is not hard of 

hearing. 
そんなに大声で話す必要はない。彼は耳が遠くない。 

   

 You have only to sit here and keep an eye on the luggage. 君はここに座って荷物を見張るだけでいい。    

 He has yet to get in touch with his parents. 彼は両親とまだ連絡を取ってない。    

can/could/must/have to をををを用用用用いたいたいたいた表現表現表現表現 

cannot｢～なはずがない｣  cannot ～ too …｢いくら…しても～しすぎることはない｣  can not but｢～せずにいられない｣ 

must｢～に違いない｣  don't have to｢～する必要はない｣  have only to｢～するだけでいい｣  have yet to｢まだ～してない｣ 

 Someone may have dropped in at my place while I was 

out. 

私が出かけている間に私のところに誰かが立ち寄ったか

もしれない。 

   

 He may well be proud of his wife and sons and 

daughters. 
彼が妻と息子と娘を自慢するのも当然だ。 

   

 You may as well go on an express if you have to make 

haste. 
もし急がねばならないなら急行に乗った方がいい。 

   

 You might as well tell me the secret as keep it to 

yourself. 

自分の胸にしまっておくならその秘密を私に話しても同

じだ。 

   

 Will you be kind enough to call me back later? 後でかけ直す位十分親切になってくれませんか？    

 My father would often say that accidents will happen. 父は事故は起こるものだとよく言っていた。    

 He advised her to give up smoking, but she would not 

listen to him. 

彼は彼女に喫煙をやめるよう忠告した、しかし彼女は彼

のことを全然聞かなかった。 

   

 I would rather stay home than go out in terrible 

weather like this. 
こんなひどい天気で外出するなら家にいた方がましだ。 

   

may/will/wouldをををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

may｢～かもしれない｣  may well｢～も当然だ｣  may as well｢～した方がいい｣  might as well～as｢なら～するのと同じだ｣ 

Will you｢～してくれませんか｣ would often｢よく～した｣  would not｢全然～しなかった｣  would rather｢～した方がましだ｣ 

 When shall I turn in my examination paper? いつ答案を提出しましょうか？    

 We should not look down on others because they are 

indecisive. 
優柔不断だからといって人を見下すべきではない。 

   

 If there was going to be such a meeting, you should 

have let me know by telephone. 

もしそんな会議があったなら、電話で私に知らせてくれ

るべきだったのに。 

   

 Because you had a slight cold, you had better not have 

gone out. 

少し風邪をひいていたから、君は外出しない方が良かっ

た。 

   

 You need not give this book back to me. 君は私にこの本を返す必要はない。    

 You ought to have learned this lesson by heart for the 

examination. 
君は試験のためにこの章を暗記すべきだったのに。 

   

shall/should/そのそのそのその他他他他のののの表現表現表現表現 

shall I｢～しましょうか｣  should｢～すべきだ｣  should have 過去分詞｢～すべきだったのに｣ 

had better｢～した方がいい｣  need｢～する必要がある｣  ought to have 過去分詞｢～すべきだったのに｣ 

 

 

 

 

 

 

 

文法 

第１４章 比較 

 English Japanese Check 

 Here you can build as large a house as you like. ここに君の好きな大きさの家を建てることが出来る。    

 We'd like to set out on our camping trip as soon as 

possible. 
私達は出来るだけ早くキャンプ旅行に出かけたい。 

   

 He tried as hard as he could to make up for the damage. 彼は損害の穴埋めをするため出来るだけ懸命に頑張った    

 Spain is twice as large as Japan, and yet its population 

is one third that of Japan. 

スペインは日本の２倍大きい、しかしその人口は日本の

人口の３分の１だ。 

   

 This washing machine is as good as any we have ever 

used. 
この洗濯機は私達が今までに使ったどれよりも良い。 

   

 Nothing is so fun for me as to watch TV every night. 毎晩テレビを見るより楽しいことは私にとってない。    

 As far as I am concerned, I have nothing to do with 

those wicked merchants. 
私に関する限り、あの悪徳商人達とは全く関係ない。 

   

 He cannot so much as write his own name. 彼は彼自身の名前すら書けない。    

 He went to bed not so much to sleep as to think. 彼は眠るためでなく考えるために床についた。    

原級原級原級原級をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

as の後はaと形容詞が逆になる 例）Tom is as big a man as you. ｢トムは君と同じ位大きい男だ｣ 

否定の語を使うと最上級と同じ意味になる 例）Nothing is as high as Mt. Fuji. ＝ Mt. Fuji is the highest. 

 It seems that it is much colder this year than last 

year. 
昨年より今年はかなり寒いようだ。 

   

 No other friend of mine is more punctual than he. 私の他のどの友達も彼ほど時間に正確ではない。    

 He is more of a scholar than a teacher. 彼は先生というよりは学者である。    

 His father is 3 years younger than my father but 

looks much older. 
彼の父は私の父より３才若い、しかしかなり年に見える。 

   

 You should know better than to say such a stupid 

thing in public. 

君は人前でそんな馬鹿なことを言わないくらいの分別を

つけるべきだ。 

   

 I love him all the more for his faults. 彼の短所があるから一層私は彼のことが好きだ。    

 A stone gets the harder, the more it is exposed to 

weather. 
より多く風雨にさらされるほど、石はより硬くなる。 

   

 Who is the shorter of those 2 boys you spoke of? 君が話したあの２人の少年のうち背が低いのは誰？    

比較級比較級比較級比較級をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

｢２つのうちでどちらが～｣という場合、比較級にthe がつく 例）Mary is the taller of the two.  

否定の語を使うと最上級と同じ意味になる 例）Nothing is higher than Mt. Fuji. ＝ Mt. Fuji is the highest. 

 This hotel is the noisiest one I have ever been in. このホテルは私が今まで泊まった中で１番騒がしい。    

 He is a most learned teacher, so you can always 

depend on him. 

彼はとても学識のある先生だ、だから君はいつでも彼に

頼ることが出来る。 

   

 This lake is deepest here, so be careful not to drown. この湖はここが１番深い、だから溺れないよう注意して。    

 The stone is so light that the weakest man can move it. その石は１番弱い人が動かせる位とても軽い。    

 He is the last man to accept a bribe. 彼は賄賂を最も受け取りそうにない人だ。    

 It was rather an unsatisfactory dinner, to say the least. 控えめに言っても、それは物足りない夕食だった。    

 It is no less our interest than our duty to maintain the 

most friendly relations with other countries. 

他の国々と最も友好的な関係を維持することは私達の義

務であると同時に関心事でもある。 

   

最上級最上級最上級最上級をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

１つのものの中での１番はthe をつけない 例）This is highest in this mountain. ｢この山でここが１番高い｣ 

the last は｢最も～しそうにない｣ 例）She is the last woman to cook. ｢彼女は最も料理しそうにない女性だ｣ 

 

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１５章 否定 

 English Japanese Check 

 This sort of music is not to the taste of everybody. この種の音楽は全ての人の好みというわけではない。    

 A boy who is good at mathematics and physics does 

not necessarily become a great scientist in the future. 

数学と物理の得意な少年が将来必ずしも偉大な科学者に

なるわけではない。 

   

 He was dead tired and could walk no farther. 彼は死ぬほど疲れていてそれ以上歩けなかった。    

 Beauty is by no means a sign of good personality. 美が良い性格の印になることは絶対ない。    

 Unlike today, there was neither radio nor television 

when I was a child. 

今日と違って、私が子供の時はラジオもテレビもなかっ

た。 

   

部分否定部分否定部分否定部分否定とととと全否定全否定全否定全否定 

否定の語に｢全て｣を表す語がつくと｢全てが～というわけではない｣という意味 例）Not all Japanese work hard. 

no farther｢それ以上｣  by no means｢絶対ない｣  neither A nor B｢ＡもＢもない｣ 

 Hardly a week has passed that he does not write to 

me. 

彼が私に手紙を書かずに一週間が過ぎてしまうことはほ

とんどない。 

   

 I never see this picture without being reminded of my 

boyhood. 
私はこの写真を見ると必ず少年時代を思い出す。 

   

 Not only did he hear it, but he saw it as well. 彼はそれを聞いただけでなく、同様にそれを見た。    

 It is not too much to say that happiness consists not 

in wealth but in contentment. 

幸せが富でなく満足にあるというのは言いすぎではな

い。 

   

 No sooner had he returned home than his wife burst 

into tears. 
彼が家に帰るとすぐに彼の妻は突然泣き出した。 

   

否定否定否定否定のののの語語語語をををを使使使使ったったったった表現表現表現表現 

hardly｢ほとんどない｣  never ～ without …｢～すると必ず…｣  not only A but B｢ＡだけでなくＢ｣ 

it is not too much to say that｢～というのは言いすぎではない｣  no sooner ～ than …｢～するとすぐに…｣ 

 What is the use of turning to him for help? 彼に助けを求めることが何の役に立つ？    

 Who can deny the profound truth in the old saying? 古いことわざの深い真実を誰が否定できるだろう？    

 
What would I not give to be able to speak to her? 

彼女に話しかけることが出来るなら何を与えることを拒

むだろうか？ 

   

 His explanation was far from satisfactory. 彼の説明は満足からは程遠かった。    

 Your composition was completely free from mistakes. 君の作文は間違いが全くない。    

 Lack of recognition discouraged him from publishing 

more novels. 
認識不足が彼のそれ以上小説を出版する気をなくした。 

   

 Can you persuade her out of wearing that strange 

dress of hers? 
彼女があの変な服を着るのをやめるよう説得出来る？ 

   

 He is anything but a scholar.  He doesn't have the 

qualities most essential to it. 

彼は学者などではない。彼はそれに最も不可欠な資格を

持っていない。 

   

 The problem is so complicated that it is beyond my 

power. 
その問題は私の力が及ばないくらいとても複雑だ。 

   

 Don't speak ill of him behind his back.  He is above 

deceit. 

彼の陰で彼を悪く言ってはいけません。彼は裏切るよう

なことはしない。 

   

否定否定否定否定のののの語語語語をををを使使使使わないわないわないわない否定否定否定否定 

疑問詞｢～だろうか？｣ far from｢～からは程遠い｣ free from｢～がない｣ discourage～from…｢～の…する気をなくす｣ 

persuade～out of…｢～が…しないよう説得する｣ anything but｢～などではない｣ beyond｢～が及ばない｣ above｢～しない｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 文法 

第１６章 イディオム① 

 English Japanese Check 

 How can you put up with that sort of rudeness? どうしてあんな失礼なことに我慢することが出来るの？    

 I must make up for lost time by driving fast. 速く運転して時間の遅れを取り戻さねばならない。    

 You take after your mother in many ways. 君は多くの点でお母さんに似ている。    

 His parents died when he was a baby, and he was 

brought up by his aunt. 

彼の両親は彼が赤ちゃんだった時に亡くなった、そして

彼は叔母によって育てられた。 

   

 His story turned out to be false. 彼の話は間違いであることが分かった。    

 They will look up to him as their benefactor. 彼らは恩人として彼を尊敬するだろう。    

 Would you take part in the project? その計画に参加してもらえませんか？    

 I look on watching TV as a waste of time. 私はテレビを見るのを時間の無駄だと見なす。    

 Let’s ask the neighbors to look after the dog while 

we’re away. 

出かけている間犬の面倒を見ることを近所の人に頼も

う。 

   

 U.S.A. stands for United States of America. ＵＳＡはアメリカ合衆国を表す。    

 At first he thought the car had broken down, but in 

fact it had only run out of gasoline. 

最初彼は車が故障したと思った、しかし実はそれはガソ

リンをきらしただけだった。 

   

 I came across his name on the list. 私はリストに彼の名を偶然見つけた。    

 It was gambling that brought about his ruin. 彼の破滅をもたらしたのは賭け事だった。    

 Everyone in the class has to learn the poem by heart. クラスの皆はその詞を暗記せねばならない。    

 You may depend on him to help you. 君は彼に助けを頼ってもよい。    

 That tie goes well with your shirt. そのネクタイは君のシャツによく似合っている。    

 The children are still ill, so we will have to put off 

tomorrow’s picnic. 

子供達はまだ病気だ、だから明日のピクニックを延期せ

ねばならない。 

   

 I ran as fast as possible to catch up with him. 私は彼に追いつくため出来るだけ速く走った。    

 She made believe that she had not heard him. 彼女は彼のことが聞こえなかったふりをした。    

 I am looking forward to seeing you. 君に会うのを楽しみにしている。    

 The police promised to look into the matter. 警察はその件を調査することを約束した。    

 You should make use of this chance. 君はこの機会を利用するべきだ。    

 Your telephone was busy all night.  So I couldn’t get 

in touch with you. 

君の電話は一晩中話し中だった。だから君に連絡を取る

ことが出来なかった。 

   

 I don’t care for him. 私は彼が好きではない。    

 You should carry out your first plan. 君は最初の計画を実行するべきだ。    

 No one can do without sleep for very long 誰も長時間眠らずにすますことは出来ない。    

 He entered the house and took off his coat. 彼は家に入ってコートを脱いだ。    

 When I asked him to lend me some money, he turned 

down my request. 

彼にいくらかお金を貸すよう頼んだ時、彼は私の要求を

断った。 

   

 The committee consists of 12 members. その委員会は１２人の会員から成る。    

 We must do away with these old rules. これらの古い規則を廃止しなければならない。    

 

 

 

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 
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文法 

第１７章 イディオム② 

 English Japanese Check 

 Are you through with your work? あなたは仕事を終えましたか？    

 It was so dark that I could hardly make out who it was. それが誰なのかほとんど分からない位とても暗かった。    

 I believe that the present situation calls for 

immediate action. 
現在の状況は迅速な行動が必要だと信じている。 

   

 I ran across an old friend in the street. 私は通りで旧友に偶然会った。    

 They went through hard times when they were 

younger. 
彼らはもっと若かった時辛い時を経験した。 

   

 The concert was called off due to the bad weather. そのコンサートは悪天候のため中止された。    

 He couldn’t make it in business. 彼は商売で成功出来なかった。    

 He made up his mind to be a doctor. 彼は医者になることを決心した。    

 He turned up an hour later. 彼は1時間遅れて現れた。    

 How did it come about? どのようにそれは起こったのですか？    

 He gave in to my views. 彼は私の意見に屈した。    

 It is easy to find fault with the work of others. 人の仕事のあら探しをすることは簡単だ。    

 He made up the story. 彼はその話をでっちあげた。    

 I wish I could give up smoking. 喫煙をやめられればいいのだけど。    

 I’m going to work out the problem by myself. 私は1人でその問題に取り組むつもりだ。    

 You must account for your absence. 君は欠席について説明せねばならない。    

 He got over the shock of his father’s death. 彼は父の死のショックから立ち直った。    

 As we went over his story in detail, we decided that 

he was telling a lie. 

彼の話を詳細に調べて、私達は彼がうそを言っていると

判断した。 

   

 He got through with his work. 彼は仕事を終えた。    

 The rainy season has set in. 雨季が始まった。    

 They explained to me how it took place. 彼らはどのようにそれが起こったのか私に説明した。    

 The rich are apt to look down upon the poor. 金持ちの人は貧乏な人を軽蔑しがちだ。    

 She hasn’t missed a single meeting so far. 彼女は今まで１つの会議も逃したことがない。    

 I handed in my resignation. 私は辞表を提出した。    

 Our teacher says computers will never take the place 

of books. 

先生はコンピュータが本に取って代わることは決してな

いだろうと言う。 

   

 He set up the school. 彼は学校を創立した。    

 She is far from a fool. 彼女は愚か者とは程遠い。    

 What would you do if you had, say, 10,000 dollars? 何をしますか、例えば、もし１万ドル持っていたら。    

 His proposal is out of the question. 彼の提案は問題外だ。    

 I trust that, in the long run, I will not be a loser. 結局は、私は敗者にはならないだろうと信じている。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文法 

第１８章 イディオム③ 

 English Japanese Check 

 There were quite a few students absent from class 

today. 
多くの学生が今日の授業を欠席だった。 

   

 He can speak French, not to mention English. 彼はフランス語を話せる、英語は言うまでもなく。    

 He is a man of great knowledge, that is to say, a 

walking dictionary. 
彼はとても知識のある男だ、いわば、歩く辞書だ。 

   

 He did the work on his own. 彼はその仕事を独力でした。    

 The chemical plant will have to lay off half of its 

workers. 

その化学工場は労働者の半分を解雇せねばならないだろ

う。 

   

 I just can’t see why he doesn’t get rid of his 

motorcycle, since he never rides it any more. 

なぜ彼がバイクを捨てないのか分からない、もう決して

それに乗ることはないのに。 

   

 Such words will give rise to suspicion. そのような言葉は不信感を生むだろう。    

 He came up with an answer to our problem. 彼は問題の答えを見つけた。    

 He comes to see me once in a while. 彼は時々私に会いに来る。    

 He kicked me on purpose. 彼は私をわざと蹴った。    

 If you want to reserve seats, you will have to pay in 

advance. 

もし席を予約したいなら、君は前もって払わねばならな

いだろう。 

   

 He is nothing but a child. 彼はただの子供だ。    

 We will know the truth before long. 私達はまもなく真実を知るだろう。    

 I met him by chance. 私は彼に偶然会った。    

 This will do for the time being. これで当分間に合うだろう。    

 How can I get to the police station? どう行けば警察署に着けますか？    

 Can you figure out what is wrong with this machine? この機械の何が悪いのか分かりますか？    

 There remained no more than 20 people in the village. その村には２０人しか残っていなかった。    

 How shall we deal with this problem? どのようにこの問題を扱いましょうか？    

 He put forward a plan for improving the rate of 

production. 
彼は生産率を改善するための計画を出した。 

   

 He was always pulling my leg when we worked together. 一緒に働いていた時彼はいつも私をからかっていた。    

 First of all we must dismiss him. まず彼を解雇せねばならない。    

 He was ruled out. 彼は除外された。    

 The song caught on with the public. その歌は流行した。    

 Carry on with your work. 仕事を続けなさい。    

 She turned off all the lights which had been left on. 彼女はつけっぱなしだった全ての明かりを消した。    

 They fell out with each other over trifles. 彼らはつまらないことでけんかした。    

 He is all but dead. 彼は死んだも同然だ。    

 Are you being waited on? ご用を伺っていますか？    

 It rained for three days on end. ３日間続けて雨が降った。    
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