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テキストの使い方と特徴
英語構文８０の演習① 1－5
Check

English

高校で覚えるべき重要構文 80 項目を効率よく
覚えられるよう、暗記表にまとめています。
１ページごとに、５つ構文が収録されています。
Japanese
Check

まず、各構文の簡潔で分かりやすい解説がありま
１ 世間一般
世間一般の
の人を表す代名詞
すので、じっくり読みます。
you, we, one, they は世間一般の人を表すことがあります。
｢They say｣の文は｢It is said that｣に書き換えることが出来ます。
You can’t master English in a month.
(人は)英語を１ヶ月で習得できません
One must keep one’s promise.
(人は)約束を守らなければならない
彼は良い俳優らしい
They say he is a good actor.
彼は良い俳優だと言われている
It is said that he is a good actor.
構文ごとに、４つの例文があります。
２ ｢～
｢～する
するの
だ｣
するのは…だ
赤の網掛けになっている箇所が、その構文の重要事項です。
｢It is … to ～｣
｢～にとって｣という場合、for をつけます。性格を表す言葉には of をつけます。
日本語訳を隠し、英文を日本語に訳せるかチェックし、
英語を話すのは簡単だ
It is easy to speak English.
正確に訳せなかった文は、左のチェック欄に×を書きます。
英語を話すのは彼にとって簡単だ
It is easy for him to speak English.
私を手伝うとは君は親切だ
It is kind of you to help me.
英文を隠し、日本語を英語に直せるかチェックし、
それをするとは彼は勇敢だ
It is courageous of him to do that.
正確に訳せなかった文は、右のチェック欄に×を書きます。
３ ｢～
｢～するのに
するのに…
するのに…かかる｣
かかる｣
｢It takes(cost) … to ～｣
take は｢時間がかかる｣、cost は｢お金がかかる｣という場合に使われます。
It takes 2 hours to finish it.
それを終えるのに 2 時間かかる
It takes me 2 hours to finish it.
それを終えるのに私は 2 時間かかる
It costs 300 yen to rent a video.
ビデオを借りるのに 300 円かかる
It costs us 300 yen to rent a video.
ビデオを借りるのに私達は 300 円かかる
４ ｢～
｢～な
なのは…
のは…だ｣
｢It is ～ that …｣
感情や判断を表す語につづく that の後は should が用いられることがあります。
彼が現れないのはおかしいです
It is funny that he hasn’t shown up.
私達が勝つのは間違いないです
It is beyond doubt that we will win.
君が彼を手伝うのは変です
５つの構文のチェックが終わったら、チェック欄に「日
It is strange
that you should help him.
付」と「×の数」を記入します。
彼が出発するのは残念です
It is pity
that he should leave.
×になった文は、３回書いて覚えましょう。
５ ｢～
｢～のようだ
のようだ｣｢
～する｣
のようだ｣｢たまたま
｣｢たまたま～
たまたま
する｣
｢It seems(appears) that ～｣で｢～のようだ｣という意味です。
チェック欄が４列あります。
｢It happens that
～｣は｢たまたま～する｣という意味です。これらは to 不定詞で書き換えられます。
これは「当日」
「翌日」
「３日後」
「１週間後」の４回、忘
彼はフェラーリを運転するようだ
It seems that he drives
Ferrari.
れたら思い出すという学習を繰り返すことで、脳のメカ
彼はフェラーリを運転するようだ
He seems
to drive Ferrari.
ニズムを利用し、効率よく記憶するためです。
私達はたまたま東京で会った
It happened that we met in Tokyo.
私達はたまたま東京で会った
We happened to meet in Tokyo.
←
←

Date
Mistake

→
→

英語構文８０の演習① １－５
英語構文８０の演習② ６－１０
Check

English

Japanese

Check
Check

１ 世間一般
世間一般の
の人を表す代名詞
you, we, one, they は世間一般の人を表すことがあります。
｢They say｣の文は｢It is said that｣に書き換えることが出来ます。
You can’t master English in a month.
(人は)英語を１ヶ月で習得できません
One must keep one’s promise.
(人は)約束を守らなければならない
彼は良い俳優らしい
They say he is a good actor.
彼は良い俳優だと言われている
It is said that he is a good actor.
２ ｢～
｢～する
するの
だ｣
するのは…だ
｢It is … to ～｣
｢～にとって｣という場合、for をつけます。性格を表す言葉には of をつけます。
英語を話すのは簡単だ
It is easy to speak English.
英語を話すのは彼にとって簡単だ
It is easy for him to speak English.
私を手伝うとは君は親切だ
It is kind of you to help me.
それをするとは彼は勇敢だ
It is courageous of him to do that.
３ ｢～
｢～するのに
するのに…
するのに…かかる｣
かかる｣
｢It takes(cost) … to ～｣
take は｢時間がかかる｣、cost は｢お金がかかる｣という場合に使われます。
It takes 2 hours to finish it.
それを終えるのに 2 時間かかる
It takes me 2 hours to finish it.
それを終えるのに私は 2 時間かかる
It costs 300 yen to rent a video.
ビデオを借りるのに 300 円かかる
It costs us 300 yen to rent a video.
ビデオを借りるのに私達は 300 円かかる
４ ｢～
｢～なのは
なのは…
なのは…だ｣
｢It is ～ that …｣
感情や判断を表す語につづく that の後は should が用いられることがあります。
彼が現れないのはおかしいです
It is funny that he hasn’t shown up.
私達が勝つのは間違いないです
It is beyond doubt that we will win.
君が彼を手伝うのは変です
It is strange that you should help him.
彼が出発するのは残念です
It is pity that he should leave.
５ ｢～
｢～のようだ
のようだ｣｢
のようだ｣｢たまたま
｣｢たまたま～
たまたま～する｣
する｣
｢It seems(appears) that ～｣で｢～のようだ｣という意味です。
｢It happens that ～｣は｢たまたま～する｣という意味です。これらは to 不定詞で書き換えられます。
彼はフェラーリを運転するようだ
It seems that he drives Ferrari.
彼はフェラーリを運転するようだ
He seems to drive Ferrari.
私達はたまたま東京で会った
It happened that we met in Tokyo.
私達はたまたま東京で会った
We happened to meet in Tokyo.
←
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６ ｢～
｢～と
と言われている｣
われている｣
｢It is said that ～｣、to 不定詞でも書き換えられます。
この構文で使われるのは他に believe, know, think, report, expect などがあります。
彼は俳優だと言われている
It is said that he is an actor.
彼は俳優だと言われている
He is said to be an actor.
彼は俳優だと信じられている
It is believed that he is an actor.
彼は俳優だと信じられている
He is believed to be an actor.
７ 強調構文
｢It is … that(who/which) ～｣で…の部分を強調します。
疑問詞を強める場合、｢疑問詞＋is it that｣になります。
時計をなくしたのはトムだった
It was Tom that/who lost a watch.
トムがなくしたのは時計だった
It was a watch that/which Tom lost.
時計をなくしたのは誰だったのか？
Who was it that lost a watch?
トムがなくしたのは何だったのか？
What was it that Tom lost?
８ ｢～
｢～してから
してから…
してから…になる｣
になる｣
｢It has been … since ～｣
この文は、人や年月を主語にして書き換えられます。
It has been 5 years since I came here.
I came here 5 years ago.
5 years have passed since I came here.
I have been here for 5 years.

私がここに来てから 5 年になる
私は 5 年前にここに来た
私がここに来てから 5 年が過ぎてしまった
私は 5 年間ずっとここにいる

９ 無生物主語
英語では無生物を主語にした文が多いです。日本語に訳すときに工夫しましょう。
例）What brought you to here? ｢なぜあなたはここに来たのですか？｣
彼の突然の死に私達は驚いた
His sudden death surprised us.
彼は自尊心のせいでノーと言えなかった
His pride didn’t allow him to say no.
このバスに乗ればあなたは駅に行けます
This bus will take you to the station.
なぜあなたはそんなに悲しいのですか？
What made you so sad?
10 ｢～する
だと分
｢～するの
するのが…だと
だと分かる｣
かる｣
｢find it … to ～｣ 動詞は find の他に think,believe なども使われます。
｢make it a rule to ～｣は｢～することにしている｣という意味です。
彼はそれを終えるのが簡単だと分かった
He found it easy to finish it.
私はここで泳ぐのが危険だと思う
I think it dangerous to swim here.
私は６時に起きることにしている
I make it a rule to get up at 6.
彼女はテニスをすることにしている
She makes it a rule to play tennis.
←
←
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→
→
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英語構文８０の演習③ １１－１５
英語構文８０の演習④ １６－２０
Check

English

Japanese

Check
Check

11 ｢～する
｢～するの
するのは…だと思
だと思う｣
｢think it … that ～｣
｢hear it said that ～｣は｢～と言われるのを聞く｣という意味です。
私はここで泳ぐのは危険だと思う
I think it dangerous that we swim here.
私達は彼が怖がるのは自然だと思う
We think it natural that he is afraid.
私はトムが俳優だと言われるのを聞いた
I heard it said that Tom is an actor.
私は彼女がかわいいと言われるのを聞いた
We heard it said that she is pretty.
12 ｢～かしら
｢～かしら｣
かしら｣
｢I wonder＋疑問詞｣
疑問詞を使わず if や whether を使う文もあります。
I wonder when she will come.
I wonder what happened to Tom.
I wonder if/whether she will come.
I wonder if/whether he is all right.

彼女はいつ来るのかしら
トムに何が起こったのかしら
彼女は来るのかしら
彼は大丈夫かしら

13 知覚動詞
知覚動詞
｢見る｣｢聞く｣などの知覚動詞の行動は原型か分詞で表します。
｢～する｣は原型、｢～している｣は現在分詞、｢～される｣は過去分詞で表します。
私は彼がテニスをするのを見た
I saw him play tennis.
私は彼がテニスをしているのを見た
I saw him playing tennis.
私は名前が呼ばれるのを聞いた
I heard my name called.
私は体が持ち上げられるのを感じた
I felt my body lifted.
14 ｢～させる
｢～させる｣
させる｣
make は｢(無理に)させる｣、let は｢(自由に)させる｣、have は｢してもらう｣、
get は｢してもらう｣という意味で動詞の前に to がつきます。
I made him speak English.
私は彼に(無理やり)英語を話させた
I let him speak English.
私は彼に(自由に)英語を話させた
私は彼に英語を話してもらった
I had him speak English.
私は彼に英語を話してもらった
I got him to speak English.
15 ｢O を～してもらう(される
してもらう される)｣
される ｣
｢have(get)＋O＋過去分詞｣
例）We had our picture taken. ｢私達は写真を撮ってもらった｣
私は２つ席を予約してもらいたい
I want to have 2 seats reserved.
私は車を修理してもらった
I had my car fixed.
私はドアに足をはさまれた
I had my foot caught in a door.
彼らはその仕事を終わらせた
They had the work finished.
←
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16 that と those
that は｢the＋単数名詞｣の役割、those は｢the＋複数名詞｣の役割をします。
例）The climate of Japan is milder than that of England.
彼の犬は妻のそれより大きい
His dog is bigger than that of my wife.
私の車は妻のそれより良い
My car is better than that of my wife.
His dogs are bigger than those of my wife. 彼の犬は妻のそれらより大きい
My cars are better than those of my wife. 私の車は妻のそれらより良い
17 ｢もう１
もう１つ｣｢残
｣｢残り｣
another は｢もう１つ｣、the other は｢残りの１つ｣、the others は｢残り全部｣という意味です。
例）I have 3 tulips, one is red, another white, and the other yellow.
１つは私のだ、残りの１つはあなたのだ
one is for me, the other is for you
彼女は片手を挙げた、それから残りの１つ
She raised one hand and then the other.
１つは私のだ、残り全部は彼らのだ
one is mine, the others are theirs
１つは犬だ、残り全部はネコだ
one is a dog, the others are cats
18 ｢～もあれば
もある｣
｢～もあれば、
もあれば、…もある
もある｣
｢some ～ others …｣
｢some ～ the others …｣は｢何人かは～、残り全員は…｣という意味です。
賛成するものもいれば、反対するものもいる
Some say yes, and others says no.
何人かは賛成で、残り全員は反対だ
Some say yes, and the others say no.
男の子もいれば、女の子もいる
Some are boys, and others girls.
何人かは男の子で、残り全員は女の子だ
Some are boys, and the others girls.
19 ｢人｣を表す関係代名詞
who は｢その人は｣、whose は｢その人の｣、whom は｢その人を｣というつながりを表します。
前置詞がつく場合、関係代名詞の前か文の最後につけます。
東京に住んでいる友達
a friend who lives in Tokyo
お父さんが東京に住んでいる友達
a friend whose father lives in Tokyo
私が待っている友達
a friend whom I’m waiting for
私が待っている友達
a friend for whom I’m waiting
20 ｢物｣を表す関係代名詞
which は｢それは/それを｣というつながりを表します。
whose は｢それの｣というつながりを表します。
速く走る犬
a dog which runs fast
しっぽが白い犬
a dog whose tail is white
私が昨日買った犬
the dog which I bought yesterday
私が生まれた町
the town in which I was born
←
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