
第 1講座

〈講師プロフィール〉島根県生まれ。独学で

大学入学資格検定試験に合格後,早 大文学部

英文科に学レSt。在学中に国家試験の通訳ガイ

ド試験に合格,早 大大学院で現代米文学を研

究しながら通訳ガイ ドとしても活躍。趣味は

切手収集と旅行。 くメッセージ〉語学の修得

をはじめ学問は本質的には独学である。よい

教材を活用しながら自分で進んでいこう。

文の構造と5文型
基礎力養成編

この講座の要点
は ア活用しよう》

「英語の完全整理」第1章p.7～p.22

1.  】ことは ?

文は 1つのまとまった考えや気持ちを表すもので,普 通は主部と述部とからなりたっているが,

中には
“
Thanks."(ありがとう)や

“Firel"(火事だ)な どのように1語で文になることもある。

文は,最 初は大文字で書き始め,終 わりには,文 の種類に応じて, ピリオ ド [.],疑問符 [?],感嘆

符 [ ! ] を置 く。

2.文 は普通,「主部」(S曲持Ct)と 「述部」(PrediCate)から出来ている

主部は普通は 「…は,… が」を表す部分で,述 部は 「…である,… する」を表す部分である。主

部や述部がそれぞれ 1語の場合もあれば,数 十語に及ぶ長いものもある。

3. 主語と述語 (または述部動詞)

主部の中で中心になる語を主語、述部で中心になる語を述語 (または述部動詞)と いう。

4. 文は構造の上から普通 5つの種類 [文型]に分けられている

文を作る要素には,主 語 (SutteCt→Sで 表す)と 述部動詞 (Verb→Vで 表す)の ほかに,補 語

(COmplement→ Cで 表す)と 目的語 (0町ect→Oで 表す)が ある。この4つ の要素の組み合わせ

によって 5種類 [文型]ができる。

第 1文型 (S ttV)    He can run very fast。(very fastは修飾語句)

第 2文型 (SttVtt C)  I am a student.(S=Cの 関係になる。aは 修飾語)

第 3文型 (SttV tt O)  My parents iove me very much.(My,Very muchは 修飾語句)

第 4文型 (S tt V+0+0)My aunt gave me a book.(目的語が2つ ある。Myと aは修飾語)

第 5文型 (SttV+0+C)They elected him chairman.(0=Cの 関係になる)
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Bめにハpp陶征角

日醍開腱日配 次の各文について,主 部と述部との間に /を 入れなさい。

(1)They are swimming in the pool.

彼 らはプールで泳いでいます。

(2)One of my aunts remttned single all her life.

おばの一人は生産独身でした。

(3)Those boys playing in the playground are lny students,

運動場で遊んでいる少年たちは私が教えている学生です。

(4)The camera he bought yesterday is a very expensive one.

彼がきのう買ったカメラは非常に高価なものです。

(5)My eight口year―old sister likes to play the violin very lnuch.

8歳 の私の妹はパイオ リンを弾 くのが大好きです。

(6)Walking fast or running lnakes you warIIl on a cold day.

寒い日には速 く歩 くか走れば体があたたまる。

次の各文について,主 語には____,述 語動詞には____

を引いて,指 摘しなさい。

(1)The sutteCt l like best is English.

ぼくが一番好きな学科は英語です。

(2)The students standing at the gate are waiting for their friends.

門のところで立っている学生たちは友だちを待っているのです。

(3)Do you think he will come tomorrow?

彼は明日来ると思いますか。

(4)That tall building with many windows on the hill was coコnpleted last

year。丘の上のあの窓が多くて高い建物は去年完成したものです。

(5)A little bird is singing lnerrily On the tree.

小鳥が一羽、楽しそうにあの木の上でさえずっている。

(6)The young couple nalmed their flrst baby Cathy.

その若い夫婦は最初の子供をキャシーと名づけた。

次の各文の下線部分について,補 語の場合 には①,目 的語の

場合には②,修 飾語句の場合には③を,そ れぞれのかっこ内

に記入 しなさい。

(1)My dream is to master English.

ぼくの夢は英語をマスターすることだ。

(2)His hobby is collecting stamps.
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解法のRttmf5

(D主部と主語が一致することも多

V ヽ。

(2)remain singleは 「独身のまま

でいる」の意味。

(3)playing in the playground!士

boysを 修飾している。

(4)he bought yesterdayは  cam‐

eraを修飾している。

(5)eight口year口oldで は yearが 複

数形でない点に注意しよう。

(6)これができればこの種の問題は

卒業したことになる。

(D I like bestは修飾語句。

修)standing at the gateは修飾語

句。

(3)he will以下は, thinkの 目的

轟

(4)長いが with.… on the hillは

修飾語句。

ほ)述部は is singing以下。

脩)named以 下が述部。

(lX朗補語は,第 2文 型 (S+VttC)

では S=C,第 5文 型 (SttVttO

十C)では O=Cの 関係が成立す

る点に注目。



彼の趣味は切手を集めることです。

(3)Many tourists come to this country every year.

大勢の旅行者が毎年この国にやって くる。

(4)The Father left his daughter a lot of money.

その父親は娘に多額の金を残した。

(5)I'Hl Sure you'1l ind this book very interesting.

君はきっとこの本をとても面白く感 じるだろうと思 うよ。

(6)I didn't know that he was in the hospital.

彼が入院中だとは知 らなかった。

(7)He wants t0 1earn how to drive a car this summer.

彼は今年の夏に車の運転を習いたいと思っている。

(8)He said to her,“I'1l do my bestto make you happy.''

彼は 「君を幸福にするために全力を尽 くす」 と彼女に言った。

次の各文の文型を言いなさい。

(1)He left Tokyo for New York this afternoon。    (

彼は今 日の午後,東 京を発ってニューヨークに向かった。

(2)PleaSe tell IIle the way to the nearest subway station.  (

一番近い地下鉄の駅へ行 く道を教えて ください。

(3)The Tama River runs through the western part of Tokyo.

多摩川は東京の西部を流れている。         (

(4)Your father looks young fbr his age,doesn't he?       (

君のお父さんは年の割 りには若 く見えるね。

(5)What dO you callthis nower?                      (

この花は何 といいますか。

(6)The trOuble is that he is not in this town now。       (

問題はいま彼がこの町にいないということです。

竹)Please dOn't lette the door open.           (

ドアを開けたままにしないで ください。

(8)Send these nowers to this address.           (

この花をこの住所に届けて ください。

(9)I aSked him if he was coming to the party。        (

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

私は彼にパーティに出席する予定かどうか尋ねた。

はo A representative of the bus company announced that buses would

not run the next Sunday。              ( 文型)

パス会社の代表は次の日曜日にはパスが走らないと発表した。

(3)単に 「時」を表している にすぎ

ない。

(4)I gave him a book。 などと同

じ文型。

(5)this book=very interesting

の関係が成立する。

ほ)I know him.と 同じ文型であ

るのは明らか。

(7)lcarn Englishと 同じ働 き。

ほ)you=happyの 関係が成立する。

(いfor以下は文の要素ではない。

(2)I gave hirn a book。 とまった

く同じ構文。

僧)「多摩川は流れて い る」で文が

完結する。

14)Your father=youngの 関係に

なる。

(5)We call this flower`kiku.' と

同じ文型。つまりWhatは 補語。

(6)The trOuble=that以 下 の関

係。

(7)the door=openの 関係 にな

る。

僧)to thiS addressは文の要素で

はない。

(9)I gave hirn a book. と同じ文

型。つまりif以下は目的語。

はO that以下は announcedの 目

的語になっている。
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次の各組の下線部分に注目し,そ れぞれが何型の文かをかっ

こ内に言己入しなさい。

(1)(a)She appeared at the party at about seven.

彼女は7時 ごろパーティに現れた。

(b)He appeared a little surprised at the news.

彼はその知 らせに少 しびっくりした様子だった。

(2)(a)I felt that it was a good plan.

それはよい計画だとぼ くは感 じた。

(b)I feel very cold this morning.

今朝はとても寒 く感 じる。

( 3 ) ( a ) M y  s i s t e r  m a d e  a  d o l l  f o r  h e r  f r i e n d .

妹 [姉]は友だちのために人形を作った。

(b)She will make him a good wife.

彼女は彼にとっていい妻 となるだろう。

(4)(a)Do you go to church every Sunday?

あなたは日曜 日どとに教会に行っていますか。

(b)Fish goes bad soon in sumEler.

魚は夏にはす く
や
腐ってしまう。

(5)(a)He turned the key to、lock the box.

彼は箱をロックす るために鍵を回 した。

(b)He turned pale at the news.

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

文型)

彼はその知らせに青ざめた。

次の各日本文の意味を表すように,英 文のかっこ内の語を並

べ換えなさい。ただし不要な語が 1語ずつあります。

(1)映画は面白かったですか。

Did you che,mOVie,interesting,ind,seo?

(2)いつも自分の部屋はきれいにしておかなければいけません。

You must always●Our,keep,clean,cleanly,room).

僧)こ の道を行けば博物館に着きます。

ThiS(take,make,road,museum,to,you,the,will)。

お母さんは私にすく
や
寝なさいと言いました。

Mother(at,t01d,said,to bed,to,Ine,gO)once.

私はブラッキーという猫を飼っています。

I(named,keep,leave,a cat,Blacklo.

４

５

解法の比)i閉f5

(D“)at the party以下は文の要素

ではない。

(b)He was a little surprised.

と同じ文型。

修Xa)that以下は feltの目的語。

(3)(a)a dollは madeの 目的語。

(b)him=a good wifeと はなら

ないから第 5文型ではない。

14Xa)tO church以 下は文の要素で

はない。

(b)Fish is bad。 と同じ文型。

(5)(a)the keyは turnedの 目的

筆

( b ) H e  w a s  p a l e。と同じ文型。

(1)第 5文 型。

(幻これも第 5文 型。

(〕第 3文 型。「この道があなたを連

れていくでしょう」と考える。

に)「～するように(人に)言

う」の言い方が問題。

ほ)「 猫を飼う」はどう言った らい

いのだろうか。第 3文 型。



第2講 座
句と節・構造上の文の種類

基礎力養成編

この講座の要点
口ヽ 弓活用しよう》

「英語の完全整理」第1章p.7～p.22

1・句とは?そ の種類は?

句とは, 2語以上の語がまとまって,あ る1つの品詞の働きをしているが,そ の中に 「主語十動

詞」の関係を持たない語の集団のことである。つまり,単 なる語の集団と言える。文中での働きに

よつて,① 名詞句,② 形容詞句,③ 副詞句にわけられる。

(注)形 容詞句とは…名詞を修飾する働きのある語句

副詞句とは…動詞 ・形容詞 ・他の副詞 ・文全体などを修飾する語句で,場 所 ・時 ・方法

・目的 ・理由・原因 ・条件 ・譲歩などを表す

(1)名 詞句 (名詞の働きをするから,(a)主語,(b)補語,(C)目的語になることができる)

(a)To tell lies is wrong。(嘘をつくのはよくない)[isの 主語]

(b)My hobby is collecting stamps。(ぼくの趣味は切手の収集だ)[isの 補語]

(C)Do you know how to do it?(そのやり方を知っていますか)[k■owの 目的語]

(2)形容詞旬 (修飾する名詞の後に置かれるのが普通)

The book oボthe desk is mine。(机の上のあの本は私のです)[bookを 修飾]

The baby sleeping under the tree there is my niece。(あの本の下で眠っている赤ん坊は

私のめいです)[babyを 修飾]

ほ)副 詞句

The girl is playing in the room.(そ の少女は部屋の中で遊んでいる)

I am very happy

2.節 とは?そ の種類は?

[動詞の playを 修飾]

to see you.(会 えて嬉しいです)[形 容詞の happyを 修飾]

2語以上の話がまとまって,あ る1つの品詞の働きをしていて,そ の中に 「主語十動詞」の関係

を持つ語の集国のことである。句の場合と同様, 3種類の節がある。

位)名 詞節 (名詞であるから,① 主語,‐②補語,③ 目的語となることができる)

① That he is alive is certain。(彼が生きているのは確かだ)[isの主語]<主 語が長い時は,

It is certain that he is alive。とするのが一般的である。この場合 Itを 「仮主語」,that

以下を 「真主語」と呼ぶことが多い>

The trouble is that he is ill.(問題なのは彼が病気だということだ) [isの補語]

[knowの 目的語]Do you knOw whether he is coming?(彼 が来るかどうかど存じ?)

修)形 容詞節 (形容詞句と同様に修飾する名詞の後に置かれる)

This is the house(WhiCh)Tom built.(これはトムが建てた家だ)[hOuSeを修飾]

ほ)副 詞節

She

l f  I

smiled when l t01d her the news.(そ の知 らせを伝えると彼女はほほえんだ)

were you,I wouldn't do such a thing。(もしぼくが君ならそんなことはしないだろう)

②

③

第 2講座



3.構 造上から見た文の種類

構造上から文は普通,① 単文,② 重文,③ 複文の3種類に分けられる。これに④混文を加えて4

種類とすることもある。

①単文

1つの文に 「主語+動 詞」が 1つ しかないものを言う。文の長さとは関係ない点に注意しなさい。

二uSually get up at six in the morning.(ぼくはいつも朝6時に起きる)

Dr.Yukawa was the irst Japanese to win the Nobel prize。(湯川博士はノーベル賞を受賞

した最初の日本人だった)

②重文

2つ 以上の単文が,and,but,orな どの接続詞 (くわしくは等位接続詞)で 対等な関係で結ばれ

ているものを言う。接続詞の代わりにセミコロン [;]や therefore(だから),however(し かし),

so(そ れで)な どが代わりに使われることもある。 (接続詞については,第 17講座を参照)

She left us,and we missed her very much。 (彼女が去 り,私 たちはとても淋しくなった)

He went out,but l stayed at home。 (彼は出かけたが,私 は家にいた)

Hurry up,or you'1l be late for school.(急 げ,で ないと学校に遅れるよ)

③複文

前のページで勉強した節を含む文を言う。これら3つ の節の方 (つまり名詞節,形 容詞節,副 詞

節)を 「従属節」,文 の中心になっている方を 「主節」と言って区別している。

I thought(thaty she was beautiful.(彼女は美人だと思った)[名詞節]

This is the house where l was born。(これが私が生まれた家です)[形 容詞節]

You may go home if you want to。(家に帰 りたければ帰っていいよ)[副 詞節]

Btticハpp陶征角

次の各文の下線部は句である。名詞句の場合は①,形容詞句の

場合は②,副詞句の場合は③,をそれぞれかっこ内に記入しな

さい。

(1)To see is to believe. (        )

(見ることは信じることだ→百聞は一見にしかず <こ とわざ>)

(2)I didn't know whatto say. (        )

(私は何 と言 っていいか分か らなかった)

(3)Do yOu know the lnan talking with my mother?    (  )

(私の母 と話 している男の人を知 っていますか)

(4)I want something hot to drink.

(何か熱い飲み物がほしい)

(5)There Was a big nre in lmy neighborhood.

(うちの近所で大人事があっぃた)

6  第 2講座

(        )

(        )

解法の比)i閉f5

位)主語の働きをしている。 Seeing

is believing. とも長雪う。

(2)knowの 目的語になっている。

●)manを 修飾している。

に)sOmething(代 名詞)を 修飾し

ている。

し)「場所」を表している。



次の各文の下線部は節である。名詞節の場合は①,形容詞節の

場合は②,副詞節の場合は③をそれぞれのかっこ内に記入しな

２

３

４

５

６

７

８

さい。

(1)I hOpe he will get well soon.

(彼が早 く元気になって くれることを願っている)

Is this the place where you found the lnoney?

(ここがあなたがそのお金を見つけた場所ですか)

This is the book l bought yesterday.

(これが昨日買った本です)

Tonl called you while you were out.

(君の外出中に トムから電話があつたよ)

If it is ine tomorrow,let's go flshing,shall we?

(もし明日天気がよければ釣 りに行こうじゃないか)

Do you know who invented the telephone?

(だれが電話を発明したか知っていますか)

I got up so late that l was l航e For school today.

(今日は遅 く起きたので学校に遅刻してしまった)

E)id you understand what he said?

(彼の言ったことは分かりましたか)

次の各文について,単 文の場合は①,重文の場合は②,

場合は③を,そ れぞれのかっこ内に記入しなさい。

(1)ThiS iS exactly what I've wanted for a long time。     (

(これこそ私が長い問欲しいと思っていたものです)

(2)He waS SO angry that he could not speak.          (

(彼はあまりに怒っていたので日がきけなかった)

(3)He waS Very tired,so he went to bed early.      (

(彼はとても疲れていたので早 く床についた)

(4)Nobody can succeed without working hard。         (

(一生懸命働かなければだれでも成功 しない)

(5)The heavy rain prevented lne froIIl going out.           (

(大雨のために私は外出できなかった)

(6)BeCauSe Of the heavy rain,I couldn't go out.            (

(大雨のために私は外出できなかった)

(7)Since it rained heavily,I couldn't go out。               (

(大雨のために私は外出できなかつた)

ほ)I aSked him to lend me some mon寺 ,but he reFused.  (

(ぼくは彼に金を貸してくれるよう頼んだが,彼 は拒否した)

複文の

)

)

)

)

)

)

)

)

(1)hopeの 目的話になっている。

節の最初の thatは 省略されてい

る。

修)placeを 修飾している。

13)bookを 修飾している。

に)「時間」を表している。

脩)「条件」を表している。

(O knowの 目的語になっている。

竹)「程度」を表している。so.…

that～ と呼応している。

(8)understandの 目的語になって

いる。

(,what以 下は名詞節で,isの 補

語になっている。

修)that以 下は 「程度」を表す副詞

節になっている。

(3)soは thereforeなどと同じよう

に接続詞的に使われる。

14)withOut以下は副詞句。

(5)frOm以 下は副詞句。

(6)BeCause.… the heavy rainは

副詞句。

(7)Since...rained heavily は,

「理由」を表す副詞節。

ほ)butに 注目。

第 2講 座



２

次の各文の下線部は a～fの どれに当たるか,記 号をそれぞれ

のかっこ内に記入しなさい。

a.名詞句  b.形容詞句  C。副詞句

d.名詞節  e.形容詞節  i副 詞節

E)id you come here by bus?

(君はここヘバスで来たのですか)

The apples on the tree are not ripe yet.

(その本になっているリンゴはまだ熟していない)

I'1l try it if you'1lshOw me how.

(君がや り方を教えて くれ るのなら試 してみて もいいよ)

(4)I don't knOw if she is stillin America.

(彼女がまだアメリカにいるのかどうか,私 は知 らない)

(5)Do yOu rememberthe name of the man who came to see you yester―

day?(昨 日君に会いに来た男の人の名前を覚えていますか)  (  )

(6)I like tO play table tennis very lnuch. (     )

(ぼくは卓球をするのが大好きです)

(7)You must get back before it gets dark。            (  )

(暗くならないうちに戻らなくてはいけないよ)

３

各
の
各考査蟹筆ど文謎腎

に'複文は単文に書き換える時,

(1)I don't know his address,

→ I don't know where he(①        ).

(ぼくは彼の住所を知 らない)

(2)This bag is so heavy that l can't lift it.

→ This bag is too heavy for me(②       )(③      ).

(このかばんは重すぎて私には持ちあげられない)

( 3 ) D o  y o u ・k 1 0 w  w h O  W r O t e  t h i s  b o o k ?

→ Do you know the author(④ )(⑤     )(①

(だれがこの本を書いたか知っていますか)

(4)The giri cOuldn't come to school because she had a cold。

→ The giri couldn't come to school because(⑦ )(③

(③ ) .

(その女の子は風邪で学校に来れなかった)

(5)He went to America to study law at the age of 25.

→ H e  w e n t  t o  A t t e r i c a  t o  s t u d y  l a w  w h e n ( ①    ) ( ①

25(⑫ )(⑬     ).

９

・

(彼は25歳の時アメリカヘ法律の勉強をしに行った)

解法の比)iИf5

(い「方法」を表している。comeを

修飾している。

修)applesを 修飾している。

e)「条件」を表している。

(4)同じifで始まっているが,こ ち

らは knowの 目的語 になつてい

る。

ほ)manを 修飾している。

脩)likeの 目的語になっている。

竹)「時日」を表している。get(bacゅ

を修飾している。

(1)「彼の住所を知らない」は 「彼が

どこに住んでいるか知らない」と

ほぼ同じ。

修)too...to～ で単文に書き換え

られる。

僧)「この本の著者」とすればほぼ同

じ。このように書き換えれば単文

になる。

(4)because of付  とすれば単文に

書き換えられる。

脩)「彼は25歳だ」は,He iS 25

0earS 010.と言う。



第3講 座
詞

基礎力養成編

この講座の要点
は ア活用しよう)「英語の完全整理」第2章 p.23～p.37

1. 動詞の種類

動詞には,大 きく分けて,① 自動詞と②他動詞の2つ がある。自動詞とは目的語を取らない動詞

のことで,他 動詞は目的語を取る動詞のことである。また,補 語を必要としない動詞は完全動詞,

補語を必要とする動詞は不完全動詞と言われる。 5文型と動詞の種類とを関連づけると次のように

なる。

自動評ギ審奮暫暫登許HH部 十C

呵景かま.華じ:だ:海挽i鵠端.

第 1文型

第 2文 型

第 3文 型

第 4文 型

第 5文型

Birds sing.

Ia■l a boy.

動詞

(注)自 動詞を使うべきところに他動詞を使ったり,逆 に他動詞であるべきところに自動詞を使

ったりすると,正 しい英文を書 くことはできないから,動 詞の種類にはつねに注意しなけれ

ばならない。

2. 動詞の活用

動詞は人称 ・時制 ・数によって形が変化するが, この変化を 「動詞の活用」と呼んでいる。たと

えば,takeに は,take,took,taken,taking,takesの5つ の活用がある。原形を過去形に変化さ

せる場合,① 規則変化と②不規則変化の2種類がある。規則変化は後に (Odを 加えればよいが,

不規則変化はそれぞれの動詞によって異なるので,主 なものは完全に知っておくことが必要である。

3.  分詞とは?

分詞とは,た とえば,takeを take,took,taken,taking,takesと活用させた場合の takenと

takingの 2つ のことである。一般に前者を 「過去分詞」,後 者を 「現在分詞」と呼んでいる。現在

分詞は 「…する」と能動的に,過 去分詞は 「…される」と受け身的に使われることが多いが,い つ

でもそうであるわけではない。

4. 進行形にならない動詞

進行形をふつう取らない動詞がいくつかある。①状態や存在を表す動詞,②  See,hearな どの

「知覚」を表す動詞,love,respectなど 「心理状態」を表す動詞などである。

① belong to付 (～に属する), consist of用 (～から成 り立っている), depend On～ (～に依

存する),resemble付 (～に似る)な ど。

② believe(～を信じる),desire(～を望む),1lke(～を好む),want(～ を望む)な ど。

5. 不定詞と動名詞

不定詞とは,動 詞の最も一般的な形 (原形と呼んでいる)に
`to'をつけたもので あ る。たとえ

ば, takeの場合は to takeである。 toを 省略する場合もあるが,そ の場合は 「原形不定詞」と

呼ぶ。動名詞とは,動 詞に "ingをつけた形である。形の上では現在分詞とまったく同じである。
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6. 動名詞を目的語に取る動詞

他動詞には,① 動名詞を目的語にするもの,② 不定詞を目的語にするもの,③ そのどちらも目的

語にするもの,の 3種類がある。このうち,① に属するものが一番少ないので,そ の代表的なもの

はぜひ知っておく必要がある。

代表的なもの…avoid,ettOy,inish,cannot help,keep(On),mind,practiceな ど。

7.第 4文型 (SttV+0+0)を 第 3文型 (SttV+0)に 書き換える

たとえば, I gave him a book.は , I gave a book to him。と書き換えることができる。この場

合, to himは 文の要素ではなく,単 なる修飾語句になるから書き換えた文は第 3文型になる。と

ころが,動 詞によっては,to himで なく,for himと か of himと しなければならないものもあ

る。

①
`tO'を

取る代表的な動詞…give,show,tell,send,lendなど,2つ 目的語を取る大多数の動詞。

②
`for'を

取る代表的な動詞…buy,cook,ind,get,makeな ど。

Mother bought lne a sweater.一)Mother bought a sweater fbr lne.

③
`of'を

取る代表的な動詞…ask

He asked lne a lot of questions。
一→He asked a lot of questions of lne.

B術にハpp陶征角

次の各文のかっこ内で正しいほうを選びなさい。 解法のPOimf5

(1)He(a.left TOkyO b.left from TOkyo)for OSaka by train.

(彼は電車で東京を発って大阪に向かった)

(2)We(a.diSCussed b.discussed abouo the matter for two hours,

(私たちはその問題を2時間議論した)

( 3 ) A c c o r d i n g  t o  t h e  w e a t h e r  f o r e c a s t , a n o t h e r  t y p h o o n  i s ( a . a p p r O t t h o

ing b. approaching to)Japan.

(天気予報によれば,別 の台風が日本に近づいているそうだ)

(4)Why did you(a. laugh b. laugh at)the girl?

(君はどうしてあの子のことを笑ったの ?)

(5)Hけ(a.resembles b.resembles wtth)his father.

(彼は父親似だ)

(6)He(a.married b.married with)a Famous actress last year.

(彼は去年有名な女優 と結婚した)

(7)I think I'11(a. lie b. layj down on the bed for half an hour.

(30分ほどベッドの上に横になろうと思う)

次の動詞の活用を書きなさい。

(1)leaveは 他動詞で使うのが一般

的。

修)discussは 他動詞。

0)approachは 他動詞として使 う

のが一般的。

(3 1aughは 自動詞。 「～を」に当

たる語が必要。

脩)resembleは 他動詞。

ほ)marryは 他動詞。

("自動詞の lie Oie‐layolaioと他

動詞の Iay(lay‐laid‐laiのとは

区別のこと。

０
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(1)return_(①

(2)use  ―
(③

(3)occur― (⑤

(41 cry ―(①

(5)bring― (③

(6)lead ―
(①

(7)run  ―
(①

(8)come― (①

(9)begin_(O

はO Speak_(①

はD Write 一ぐら

は勢break― (②

位9 driVe ―(②

はO cut  ―(②

はD Shut ―(②

) ―( ②

) ―( ④

) ―( ①

) ―( ③

) ―( ①

) ―( ⑫

) ―( ①

) 一( ①

) 一( ①

) 一( ②

) ―( ②

) ―( ②

) ―( ②

) 一( ④

) 一( ①

次の各日本文の意味を表すようにかつこ内 の正しい話 (句)

を選びなさい。

は)私 は自分の学校の ESSの 会員です。

I(a. be10ng to b. aHl belonging to)the ESS of our school.

修)私は歌舞伎を見るのが大好きです。

I(a.like b.am likin9 to See the kabuki drama.

13)教会があの丘の上に立っている。

A  c h u r c h ( a . s t a n d s  b . i s  s t a t t i n g ) o n  t h e  h i l l  t h e r e ,

14)1人 の少女が校門の前に立っている。

A girl(a.Stands b.is standin9 in frOnt of the school gate.

15)私はあなたを心から尊敬しています。

I(a・respect b.am respectin9 yOu from the bottom ofmy heart.

次の日本文の意味を表すように,[ ]内の話を適当な形に変

えてかっこ内に入れなさい。

(1)赤ん坊は少なくとも20分は泣き続けた。

The baby kept( ) f O r  t t  l e a s t  t w e n t y  m i n u t e s . l c r y l

修)彼 は幅の広いその川を泳いで渡った。

He( )距 rOSS the wide river.[SWim]

(3)私たちは彼をチームのキャプテンに選んだ。

We( )him aS the captain of our team.[choOSel

第 3講座  11

(D修)(3)規則変化

(1)oedをカロえる。(2)oeで終わるも

のは dだ けを加える。

僧)解説参照。

“)「子音十y」で終わる語は,yを

iに 変え 一edを 力日える。

(5)(0)A―B一B型

竹Xtt A―B―A型

( 9 ) はO t D 位2 側A ―B ―C 型

speakと writeの 過去分詞の綴

りを間違える人が多い。

側は9A― A―A型

(O belongは 「状態」を表す。

121 1ikeは 「心理状態」を表す。

13)(0進行形は 「次 の瞬問」に他の

状態になったり動作を取れたりす

る場合に使う。そのこ とを考 え

て,131と(4)を正しく選ぼう。

脩)respectは 「心理 状態」を表す

証

(いkeep Φづ～oingで「～し続け

る」

修)swimの 活用の 1つ。過去形。

(3)chooseの活用の 1つ。過去形。



(4)ジ ャックは昨 日から何 も食べていません。

Jack hasn't( )anything since yesterday, [eat]

(5)1台 の車がその大 きな家の前に止まりました。

A car( )in frOnt Of the big house. [stOp]

日経罵経日日 かっこ内の正しいものを選びなさい。

(1)Have you nnished(a. reading b. to read c. read)the nOVel you

bought the other day?(先 日買った小説は読み終えましたか)

(2)Does yOur sister practice(a. tO play  b. playing  c. play)the pianO

every day?

(妹[姉]さ んはピアノを弾 く練習を毎 日なさいますか)

(3)I've e可oyed(ao talking b. to talk c. talk)with yOu.

(あなたとお話できて楽しかったです)

(4)Mother told lne(a・ ■Ot eating b. not to eat c. not eaりsO fast.

(母はぼくにそんなに速く食べるな, と言った)

(5)I could■ot help(a. laugh b. t01augh c. laughing)at hiS jOke.

(彼の冗談に私は笑わずにはいられなかった)

次は第 4文 型の文です。これを第 3文型の文に書 き換 えて空

所に書き入れなさい。

(1)Mother made me a new dress.

→ Mother lnade

(母は私に新 しい ドレスを作 って くれました)

(2)Mr.Yoshida taught us English last year.

→ M r . Y o s h i d a  t a u g h t last year.

(吉田先生が昨年私

(3)The boy asked usi

たちに英語を教 えて くれました)

many difncult questions.

→ The boy asked

(その男の子は私たちにいろいろと難しい質問をしました)

(4)I am planning to buy her an】巳nglish dictionary.

→ I am planning to buy

(ぼくは彼女に英語の辞書を買つてやるつもりです)

(5)She was kind enough to cook lne some sausages.

→ She was kind enough to cook

(彼女は親切にもぼくにノーセージを料理してくれた)

(6)A pen p】 in America sent me a beautiful Christmas card.

→ A pen palin America sent

(アメリカのベンパルが美しいクリスマスカードを送ってくれた)

( a  t o  m e か f o r  m e か。

解法の比)iИf5

“)過去分詞

(5)stopedか stoppedか ?

はX切得)要 点の 6.参照

これは重要な文法知識。

に)「tell十人十to不 定詞」

(引6.参照

(1)to meか for meか 。

(2)to uSか fbr usか 。

(3)aSkで ある点に注目。

(4)to herか for herか 。

(5)to meか for meか 。



第 4講 座
時 制 (1)

基礎力養成編

■この講座の要点
は ア活用しよう)「英語の完全整理」第3章 p口38～p.47

1. 時制の基本形

基本的な時制は,現 在 ・過去 ・未来の3つである。これにそれぞれ進行形 ・完了形 ・完了進行形

があるから,合 計では12の形がある。 (下の一覧表参照)

2.進 行形

基本形は 「be動 詞十～‐ing」でぁる。be動 詞の部分が時制に応じて次の6つ に変化する。

現在進行形 ・過去進行形 ・未来進行形 ・現在完了進行形 ・過去完了進行形 ・未来完了進行形。

(下の一覧表参照)

3.完 了形

基本形は 「have十過去分詞」である。have動 詞の部分が時制に応じて次の3つ に変化する。現

在完了形 ・過去完了形 ・未来完了形。 (下の一覧表参照)

4. 12形の一覧

上で述べた12の形をまとめると,次 のようになる。「時制」は英語の最も重要な基礎であるから,

これらの形を十分に理解しておかなければならない。

have studied English for ive現 在

過 去

未 来

had studied English before I

will have studied English for

years.

started to study French.

ive years by next April.

現 在

過 去

未 来

5. 現在時制の用法

(a)現在の性質や状態 ・習慣などを表す。

I have been studying English for IIve years,

I had been studying]巳nglish every day before l went to AInerica.

I will have been studying English for ive years next April.

(未来完了進行形は実際に使われることはほとんどない)

例 文

I study English today,

I studied English yesterday.

I will study English again tomorrow.

現 在 I I am studying English now.

過 去 II      English when he came to see me yesterday.

未 来 I I Will be studying English at this time tomorrow.
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My brother oRen talks in his sleep。(弟[兄]は よく寝ごとを言 う)

(b)真理 ・一般的な通念を表す。

The earth goes round the sun。(地球は太陽の周 りを回っている)

(C)確定的な未来 ・予定を表す。

Tomorrow tt my 16th birthday。(あしたはぼくの16回目の誕生 日だ)

(d)副詞節の中で未来時制の代用をする。

We'1l start when he gets bttk。(彼が戻ってきたら出発しますよ)

(注)こ れを when he will get backと すれば誤 りである。

6.過 去時制の用法

(a)過去の動作や状態 ・習慣などを表す。

I met him on the street yesterday。(きのう通 りで彼に会った)

(b)過去完了形の代用をする。

前後関係から過去完了形を使わなくても誤解が生じないような場合には,代 わ りに過去形が使わ

れることがある。接続詞の atterゃ before,untilな どで始まる節の中で主に使われる。

He came up to Tokyo aFter he mad)flnished high schOol.

(彼は高校を終えて上京した)

7.未 来時制の用法

律)現在は 「単純未来」とか 「意志未来」といった区別はほとんどしな くなった。 1人称から3人

称まですべて willを使うのが最も一般的。

I will be sixteen next month。 (ぼくは来月16歳になる)

He will be here any minute now。 (彼は今すく
゛
にもやってくる頃だ)

(b)「～しましょうか」と相手の 「都合;意志」を尋ねるには,Shall I[Wd付 ?と する。

Shall l call you a taxi?(タクシーを呼びましょうか)

(C)Willの代わりに `be 
going to'が使われることも多い。

B術にハpp陶征角

次の各文を過去時制の文に書き換えなさい。
解法の比)i閉f5

(1)He takes his daughter to the zoo.

(2)We usually swim in this pool.

( 3 ) I  w r i t e  a  1 0 n g  l e t t e r  t o  m y  f r i e n d  i n  K y u s h u .

(4)She buys three pounds of sugar on her way back.

(5)Why do you say such a thing?

14 第 4講座

(D takeは 「連れて行く」の意味。

不規則動詞の1つ。

12)swimも 不規則な変化をする。

13)writeも不規則動詞。

(41 buy も不規剛動詞。

し)疑問文や否定文では助動詞の do

だけが変化する。



次の各文を未来形の文に書き換えなさい。それぞれ willと

be going toの 両方を使って2つ の文を書きなさい。

(1)He leaves for New York this Wednesday.

(2)She dOes not study English tonight.

(3)How long do they stay in Kyoto?

次の各文を進行形の文に書き換えなさいq、F

(1)She plays the guitar.

( 2 ) S h e  p l 将ミ t h e  g u i t a r .

(3)She didn't play the guitar.

( 4 ) D i d  h e  w a i t  f o r  h e r  a t  t h e  b u s  s t o p ?

(5) Vヽhy didn't he do his homework then?

(彼らは4年 前に結婚した)

1. married     2. have been lnarried

(2)It will be dark before he( )there.

(彼がそこへ到着しないうちに暗くなるだろう)

1. will get

e)My father(

2. gets

)a neWSpaper when l cttme home.

(父は私が帰宅した時新聞を読んでいました)

次の各文のかっこに入れるのに最 も適切なものを選 び,番 号

で答えなさい。

) f O u r  y e a r s  a g o .

3. have lnttried

3. getting

1. read 2. has been reading 3. was reading
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( 1 ) l e a v e s をw i l l  l e a v e s などとし

てはいけない。正 し くは, w i l l

leave。

(2)will not studyを 短縮形にして

won't studyの ようにすることも

多い。is not going toは isn't

going toと することも多い。

ほ)doの 部分しか変化しない。

(D現 在時制である点に注目。

修)過去時制であるから,be動 詞は

過去形になる。

●)「過去時制」であり,同 時 に,

「否定」が含まれている。

(0こ れもやはり「過去 時 制」であ

るから,Is he.… ?で はい け な

Vヽ。

(5)「否定」が含まれている点に,

注意。

('次 の第 5講 座でさらに詳しく説

明するが,「4年前」といった 「は

っきりした過去」を表 す語 句 と

「現在完了」はいっしょに使えな

修)before以 下は 「副詞節」。5.の

は)参照。

い)過去のある時点で 「進行 中Jだ

った。



(4)“E)id you fnish yOur homework last night?" 
“
I sure(       )."

(「宿題は昨夜終えましたか」「ええ,終 えましたよ」)

1.was 2.did 3. have done

(5)I want tO Wttt here until she(     )back.

(彼女が戻ってくるまで私はここで待ちたいです)

1. get 2. gets 3. will get

次の文の ( )内 の動詞を正しい時制に書き改めなさい。

(1)She usually(drinゅcOftte after meals.

(2)PleaSe let me know as soon as he(arriVe).

(3)I(wttCh)a baseball game on TV when you phoned me yesterday。

(4)It eain)very httd when I(geo Oぼthe bus yesterday.

(5).Jim 100ked very happy when I(meet)him On the campus last week.

(6)Eat yOur soup before it(geO COld.

(7)What are you going to do ifit(rain)tOmOrrow?

(8)I usually get up at seven, but this morning I(not, geo up until

alI■ost nine.

次の日本文の意味を表すように,     に動詞を適当に変

化させていれなさい (1語 であるとは限らない)。

位)祖父は毎朝散歩します。

My grandfather alwa/ys          a walk in the morning。

(2)地球は太陽の周 りを回っている。

The earth          round the sun.

伸)ぼ くが昨日会いに行ったとき彼は本を読んでいた。

He a book when l went to see hiln yesterday.

(4)もし明日雨が降れば私は家にいるつもりです。

If it

(助お手伝いしましょうか。

I help yOu?

tomorrow, I will stay at home.

解法の白封閉f5

(J Did～ で始まる疑間文に対する

答えである。

し)これも上の修)と同様に until以

下は 「副詞節」。

(0い わゆる「3人称 ・単数 。現在」

の形。

(2)as soon as以 下は 「副詞節」。

e)過 去のある時点で 「進行 中」だ

った。

(0「昨日バスを降 りたとき雨が激し

く降っていた」が全体の意味。

し)単 なる 「過去」の事実。

(O before以下は 「副詞 節」。「ス

ープを飲む」は,埜 the sOupと

いうことが多い。

(■if以下は 「副詞節」。

ほ)単 なる過去の事実であ るカミ,否

定が含まれている点に注意。

(1)「現在の習慣」を表している。

(2)「～の周 りを回る」は,go(ま た

は move)round～ 。

僧)過去のある時点で 「進行」の状

態だった。

に)副詞節である点に注意。

し)相手の 「都合 ;意志」を尋 ね よ

うとしている。



第 5講座

基礎力養成編

この講座の要点■
は ア活用しよう)「英語の完全整理」第4章 p.48～p.56

1・ 「完了形」をマスターしよう

前の第4講座の要点でも述べたように,完 了形には,① 現在完了,② 過去完了,

3つの形がある。日本語では完了形に対する概念があまりはっきりしていないが,

りしてお り,そ れを理解することなしに英語のマスターはあり得ない。

2. 形をもう一度確認しよう

ここでそれぞれの形をもう一度まとめておこう。

① 「現在完了形」→ have(または has)+過 去分詞

[例]I have studied English for ive years.(ぼくは英語を5年間勉強してきた)

(または has)の部分が 「現在形」だから。※ 「現在完了」というのは,have

② 「過去完了形」→ had+過 去分詞

[711] I had studied English for ave years before l started to study French.

(ぼくはフランス語の勉強を始める前に英語を5年間勉強していた)

※ 「過去完了」というのは,hadの 部分が 「過去形」だから。

③ 「未来完了形」→ will haveキ 過去分詞

[例]I will have studied English for llve years next April.

(ぼくは次の4月 で英語を5年 間勉強したことになるだろう)

3.「 現在完了」の用法

現在完了の用法を,「完了」,「経験」,「継続」などと分けることが多いが,大 切なことは,「過去

の出来事や状態が現在とつながりがあることを示す」点である。つまり,基 準はどこまでも「現在」

にある。

(う I haVe just rlnished my homework。 (完了)「宿題を今終えたところだ」→ 「今終わった状

態」

●) I

る」

(C)  I

htte been to London。 (経験)「ロンドンヘ行ったことがある」→ 「ロンドンを知 ってい

have known him for ive years。 (継続)「彼と5年 間知 り合いだ」→ 「今 も知っている」

last week[mOnth,※ 「現在完了」は 「現在」のことを言っているのであるから, yesterday,

yeaJな ど,は っきり「過去」を表す語(句)を現在完了の文の中では使えない。Since yesterday

なら 「昨日から」となり,「現在」が含まれるから使ってもかまわない。

4.「 過去完了」の用法

過去完了は,過 去のある時における 「完了」,「経験」,酪隊続」を表すが, 大切なことは,「 2つ

の別々の過去を意識した場合, より古い過去を表すのに過去完了を使う」という点である。

(O The game had already started when l arrived.(完了)(ぼ くが到着した時には試合はすで

に始まっていた)※ 「試合が始まった時間」と 「ぼくが到着した時間」の2つの時間では,前 者

時   制   (2)

③未来完了,の

英語でははっき
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が 「古い」。

●)I had never met him until then.(経験)「私はそれまで彼に会ったことはなかった」

※ 「彼に会っていなかった時間」と 「その時」とでは,前 者が 「古い」。

(C)She had been alone for many years when she met him.(継 続)「彼女が彼に会った時に

は彼女は何年も一人で暮らしていた)※ 「一人で暮らしていた時」は 「彼に会った時」より 「古

V 」ヽ。

5。 「未来完了」の用法

未来完了は,未 来のある時における 「完了」,「経験」,酪 隊続」を表す。現在完了の考えを未来に

移動したと考えればよい (さらに詳しくは,「解答と解説」を参照)。

6. 完了形の 「進行形」

これも第4講座で形を示したが,① 「現在完了進行形」,② 「過去完了進行形」,③ 「未来完了進

行形」の3つがある。

① 「現在完了進行形」→ have[または has]been～‐ing

※ 「ある過去に始まり現在も続いていることをはっきり言う場合」に使う。

[例]I have been studying English for ive years.(私 は5年間英語の勉強をしている)

→ 「今も引き続いて勉強している」

② 「過去完了進行形」→ had been～‐ing

※ 「古い過去に始ま

[例]He had been

り新しい過去の時点でもまだ続いていたことをはっきりいう場合」に使 う。

still sleeping when l visited him.(彼 を訪ねて行った時彼はまだ寝て

いた)

③ 「未来完了進行形」→ will have been～ ‐ing

※ 「ある過去あるいは現在に始まり未来のある時点でもまだ続いていることをはっきり言 う場

合」に使 う。しかし現実にはめったに使われない。

２

４

解法の陀)imf5

「現在完了」の形回貫れるのがね

らい。絶対に間違えないようにな

らなければならない。

1, Iam→ I have been

2. never, already, always, often

などの副詞は,「have十過去分詞」

の間に入れるのが最も一般的。

3. Do you hear → Have you

h e a r d . h e a r  f r o m ～は 「～か

ら便 りがある」の意の熟語。

4.た とえば,How are you?な ら,

How have you been? となる。

Btticハpp陶征角

次の各文を現在完了形の文に書き換えなさい。

1. I am interested in collecting stamps.

interested in collecting stamps.

I never like this kind of ish.

I this kind oF nsh.

3. Do yOu hear froln hiln often?

from him often?

H6w are yOur family?

How your fanlily

5. I read this book quite often.

８
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次の各文のかっこ内の動詞を過去完了形に書き直しなさい。

1.The train(already,leavo the stttion when l arrived.

(ぼくが到着した時には電車はもう駅を出ていた)

2.By ive yesterday afternoon I KIIniSh)the WOrk.

(昨日の午後 5時 までには私は仕事を終えていた)

3. I(neVer,see)that kind of ish until then.

(ぼくはその時までそんな種類の魚は見たこともなかった)

次の各文を現在完了進行形の文に書き換えなさい。

1. It(rain)Since yesterday aFternoon.

(昨日の午後から雨が降っています)

I(StudD English for the last ive years.

(私はこの5年間英語の勉強を続けています)

Yamada(live)in London since April last year.

(山田君は去年の4月 からロンドンで暮らしている)

What(read,you)?

(あなたは何を読み続けているのですか)

かっこ内の時制のうち,正 しいものを選びなさい。

1.I(liVe, have lived)here almost all my life.

(ぼくは生まれてからにとん どずっとここに住んでいます)

I(knOW, have known)him fOT mOre than ten years.

(彼とは10年以上の知 り合いです)

By that time l mave inished, htt inished)my hOmework.

(その時までに私は宿題を終えていた)

My brother(left,has iefty for New York yesterdary aFternOon.

(兄[弟]は昨日の午後ニューヨークに向けて出発しました)

I(haVe IInished, will have flnished)the WOrk before he returns.

(私は彼が戻ってくるまでには仕事を終えているでしょう)

２

３

４

３

４

５

「過去完了」の形に慣れるのがね

らい。

1.,3.never,already,alwaysな ど

の副詞は,「had十過去分詞」の問

に入れるのが最も一般的。

「現在完了進行形」の形βlSれる

のがねらい。

1.It is rainingでは 「現在」の進

行状態しか述べていない。

2. for the last nve years は for

the past ive ycars とも長雪う。

3.これもYamada is livingでは

「過去」からの継続が表せない。

4. What are you reading? では

現在完了進行形ではない。

1.現在までの 「継続」を表す。

2。これも 「継続」。

3。 「その時」には 「すでに完了の

状態」になつていた。

4.「 昨日の午後」と,は つきり「過

去」を表す語句がある。

5.「 彼が戻る」のは未来の話。
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日醒罵羅日日 次の各文中のかっこ内の動詞を正しい時制に書き直しなさい。

1.Jim(buy)Several records last weck.

(ジムは先週レコー ドを何枚か買いました)

We(ViSiO Mary several times last month.

(私たちは先月メアリーを数回訪ねた)

It is threc o'clock,but I(not,flnish)Iny hOmework yet.

(3時 だがぼくは宿題がまだ終わっていない)

I(WritO the repOrt by the time you come back next Monday.

(君が次の月曜日に戻るまでには私はレポートを仕上げているだろう)

They(diSCuss)the plan since three this aFternoon.

(彼らは今日の午後3時からその計画を話し合っています)

She is hungry,because she(eat)nOthing since yesterday.

(彼女は昨日から何も食べていないのでお腹がすいている)

Mary(■Ot,Como home yet.I'm still waiting.

(メアリーはまだ帰宅していません。私は待っているところです)

HC(already,leavo for wOrk when l phoned him this morning.

(今朝私が彼に電話したときには彼はもう出勤した後だった)

次の英文の中で正しいものを指摘しなさい。

1. My brother has gone to Osaka by plane two days ago.

(兄 [弟]は 2日 前に大阪へ飛行機で行きました)

Have you ever been to Paris?

(あなたはパ リヘ行ったことがあ りますか)

I anl studying]English for the last llve years.

(ぼくはこの 5年 間英語の勉強を続けている)

He was studying when l visited him yesterday.

(昨日彼を訪ねた時,彼 は勉強中だった)

I have just been to the airport to see lny uncle o住

(おじを見送りに飛行場へ行ってきたところです)

２

３

４

５

６

７

８

４

５

２

３

解法の1わimf5

1.「 先週」というはっきり過去を

表す語句がある。

2。これにも 「先月」とい う語句が

ある。

3.宿 題は 「現在」終わっていない

状態にある。

4.「月曜日」の段階で 「完了」

状態になる予定。

5。「今」も話し合いを続けている。

6.「 食べていない状態」は今も続

いている。

7.彼女はまだ 「帰宅 していない状

態」にある。

8。 「出勤した」のは,「電話をした

時」より古い。

1.「 2日 前」という過去 をはっき

り表す語句がある。

2.have been to[in]～ は 「～へ行

ったことがある」を表す。

3.I am studyingで いいだろう

か ?

4.訪 ねた時彼は 「勉強中」であつ

たのだから,過 去進行形でよい。

5.have been to～ には 「～へ行

ってきた」の意味もある。



第6講 座
司二

”】■
基礎力養成編

この講座の要点■
は ア活用しよう)「英語の完全整理」第5章p.57～p.71

1.助 動詞の種類

助動詞には,①  be[am,are,isな ど],do[dOes,didな ど],haVe lhaS,hadな ど]の ように本

動詞の代わりや一部として用いられるもの,②  will,can,mayな どのように助動詞としてのみ使

われるものの2種類がある。

①の例: “Did you come here at ive?'' 
“
Yes,I did。

''I 
He waS reading a book then.

2. canの 用法 ……。(a鴻ヒカ lb)可能性 ・推量 (ありうる)(C)(疑 問文で)強 い疑問 (まさか)

(a)“Can you read this?" 
“Yes,Ic加 ."(「これを読めますか」「ええ,読 めます」)崎 ヒカ]

(b)It can be true.(それは本当かもしれない)[可 能性 ・推量]

(C)Can it be true?(一体それは本当だろうか)[強 い疑問]

※(a)では,may,must,willな ど別の助動詞と一緒になる時は,may[must,Willl be able tO付

とする。(a)から転じて,「 許可」を表すこともある。[例]C加 I htte this?(こ れをもらっ

ていいですか)

3。 cattotの用法 …… (a)マイナスの能力 (b)否定の推量 (～であるはずがない)

(a)I cannOt read this。(ぼくはこれは読めない)[マ イナスの能力]

(b)This cannot be true。(これが本当であるはずがない)[否 定の推量]

※特に強調の時などでは can notと 分けても書く。日語では Can'tが一般的。

4. mayの 用法 律)許可 lb)推量 (C)譲歩 佃)願望,な ど

(句 
“May l go now?" 

“Yes,you mary."(「もう行っていいですか」「いいです」)[許可]

lb)Whtt he said may be true.(彼の言ったことは本当かもしれない)[推量]

(C)Time may change,but human nature stays the same.

(時は変わろうとも人間性は変わらない)[譲歩]

佃)May you live happily!(お幸せに暮らされますように)[願望]

※(d)の用法は文語調である。

5. mustの 用法 (a)義務 (～しなければならない)lb)断 走 (～に連いない)

(a)You must go immediately。(君はす く
や
行かなければいけない)[義務]

(b)He must be rich。(彼は金持ちであるに違いない)[断定]

※ muSt nOtは 「～してはいけない」と 「禁止」を表す。「～する必要はない;～ にはおよばな

い」には do not have to;need■otを 使う。

6. wimの 用法 現在では,単 純未来,意 志未来の区別や,人 称の区別なく,一 般的に使われる。

[例]I will be eighteen on my next birthday。(ぼくは今度の誕生日で18歳になる)

I will do my best.(ぼくは最善を尽くすつもりだ)

※ Will[WouldlWOnu you～ ?は 「～してくれませんか」と 「依頼」を表す決まった言い方。

shallについては,Shall I[wd。 中?(…°しましょうか),の時だけ要注意。

２
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[例]Shall l open the window?(窓 を開けましょうか)[相手の気持ちを尋ねる]

7. needの用法 ……・①肯定文では使わない。否定文・疑問文で使われるが,助動詞としての用法は現

在ではほとんどなくなり,普 通は他の言い方をする。②本動詞として使われるのが現在では一般的。

① You need not go now,(今 行く必要はない)→ You don't have to go now.が よリー般的。

② You need■ot go now。(   ″   )→ You do not need to go now.[本動詞]が よ

リー般的。

8。 ought toの用法 ……。(a)義務 い)当然,を 表す。

(a)You ought to go now.(君 はもう行くべきだ)[義務]

(b)Hc ought to be in Osaka by now,(彼 はもう大阪に着いている頃だ)[当然]

※否定の場合は,ought to not goで なく Ought not to goで ある点に注意。

9. used toの用法 …… この用法では 「今は～ない」のニュアンスが必ず含まれる。

[例]I used to smOke.(私は昔は煙草を吸っていたものです)[今は吸っていない]

※ be used tO(～ に1貫れている)と 区別する。「～したものだった」は,used toあ と原形動

詞が続き,「～に1買れている」は,be used toあ を と動名詞あるいは名詞が続 く。

shouldの用法 ……。(a)義務 ・助言 い)当然,な ど。

You should stop smoking.(たばこはやめるべきだ)[義務 ・助言]

He should be here by ten.(彼 は10時までにはここに見えるはずだ)[当 然]

11.完 了形の注意すべき用法 ……・すべて 「過去」に関係する。

(a cttnot htte十過去分詞 (～したはずがない)

[例]He cttnOt havc said such a thing。(彼がそんなことを言ったはずがない)[過去への否定の

推量]

lb)may have十過去分詞 (～したのかもしれない)

[例]He may have missed the train。(彼は電車に乗 り遅れたのかもしれない)[過去の事柄への推量]

(C)must have十過去分詞 (～したのに違いない)

[例]He must have missed the train.(彼は電車に乗 り遅れたのに違いない)[過去の事柄への断定]

※この形では 「～ねばならなかった」の意味はなくなる。

(d)need not have十過去分詞 (～する必要はなかったのに [実際はしてしまった])

[例]Yop need not have come so early。(こんな早く来る必要はなかったのに)[過去の必要性の

否定]

※ did not need toとすれば 「実際はしてしまった」のニュアンスはなくなる。

(e)ought to[shOuld]haVe十過去分詞 … ① (～すべきだったのに [実際はしなかった1)[過去の

事柄への遣憾]② (当然～したはずである)

① You oughtto[ShOuld]have dOne that。(それをやるべきだったのに)

② He oughtto[should]haVe dOne that by now。(彼はもうそれをし終えているだろう)

12.had betterの用法 ……・①あとに原形動詞が続く,② Youに 続けると 「命令」的となることが

あるので,You had betterの形はあまり使わないようにする。I think I'd better.…などはOK。

[例]I think l httt better start at once.(すく
ド
に出発するのがよさそうだ)

※ nOtの入れ場所は,had better not

13. その他の助動詞を含む1頂用表現 ……。第18講座 「重要構文」参照。

10.

(→

(b)
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次の各英文を和訳しなさい。

３

５

６

７

８

Bttic App陶征角

1. Can it be true that he has said such a thing to her?

He cannot have gone there alone.

He FnuSt have gone there alone.

4. He lnay have gone there alone.

He ought not to have gone there alone.

He should not have gone there alone.

He should go there alone.

He need not have gone there alone.

9. He did■ot need to go there alone.

次の各組の(a)(b)の意味がほぼ同じになるように,(b)の各空所

に 1語ずつ補いなさい。

1。(a)You need■ ot rlnish it today.

(b)You do(①       )(②      )tO nnish it today.

2.(a)I am sure he is tired■ow.

(b)He(③       )be tired now.

3。(a)You should not have leFt home so late。

(b)You ought(④       )(⑤      )haVe leFt home so late.

4.(a)It iS impossible thtt he has written this English letter.

(b)He Cannot(①       )(①      )thiS English letter.

5。(a)I Once smoked a lot but■ot any lnore.

(b)I(③       )(①      )SmOke a lot.

6。(a)Do yOu want me to carry thrs bag for you?

( b ) ( ①    ) I  C a r r y  t h i s  b a g  f o r  y o u ?

7。(a)You do not haveto go now。

(b)You(①        )(⑫       )go nOW・

解法のPOittf5

1.この canは 「可能性」を表す。

2.「cannot have十過去分詞」では,

cannotは 「～のはずがない」の

意味しかない。

3.「must have+過 去分詞」では

mustは 「～に違いない」の意味

だけ。

4.「may have十過去分詞」は 「過

去の事柄への推動 。

5。6。ともに同じ意味。

7.「過去」の文だなどと思い違いを

してはいけない。

8.次 の 9.と同じ内容を表すことも

あるが,ニ ュアンスとしては異な

ることが多い。要点 11.佃)参照。

1.need not=do not have to ま

たは do not need to

2。「～に違いない」とすれば, ほぼ

律)の意味を表せる。

3.い)では notの 位置に注意。

4。「彼がこの英文の手紙を書いたな

んてありえない」の意味の文。

5。「かつてはたばこを吸つていたが

もう吸っていない」は,( )( )

smokeで 言える。

6. Do you want me to ～? は

「私に～して欲しいですか」の意

味。

7.上 の 1.参照。
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日経罵羅日目 次の各かっこ内で正しいものを選びなさい。

1.You ought(to COme, have come, to have como here by 6 yester‐

day lnornlng.

2.I(may read, might read, may have read)the b00k,

long tilne ago and l don't remember that l have.

3.You(will Can, can, will be able to)read this in the

4.There(used tO be,  was used to be,  was used to

but it was a

near Future.

bein9 a big

tree in front of our house.

5。 She(must be,  must have been,   had to bo beautiful when she

was younger,

次の各空所に適語を1語ずつ入れて会話を完成しなさい。

1.“Can yOu sleep well every night?"

``Yes,I 
usually(① ),but last night I(⑭       )。

''

“
Can she speak Japanese nuently・ ow?"

“
Not now,but she hopes she will(⑤ ) ((D              ) tO

speak it in a couple of years,"

3. 
``Why 

didn't you telllne that you weren't conling to the party?"
“
Oh,I'm sorry.I(①

couldn't come."

)((0         )phoned you that I

次の各日本文の意味を表すようにそれぞれの空所に適切な助

動詞を1つずつ補いなさい。

1.お 荷物をお持ちしましょうか。

(① ) I  C a r r y  t h e  b a g g a g e  f o r  y o u ?

2.そ んなことは嘘に違いない。本当であるはずがないよ。

That(① )be falStt it(②

3.彼 がそんなことを言ったはずがないよ。

He(② )(②

)I(②

)be true.

)SuCh a thing.)(②

4.ジ ムは遅いな。電車に乗 り遅れたのかもしれないね。

Jim is late.He(② )(② )miSSed the train。

5。君はもっと早 く彼に電話をすべきだったんだ。

You(②       )(④ )phOned hiln lnuch sooner.

6.も う遅いか らぼ くは出かけないほ うがいいだろう。

I think l had(② )(① )g00ut Since it is iate now.

7.「お金はいま払う必要がありますか」「いいえ,あ とで結構です」
“
@

yOu(①

)tO pay the mOney■ ow?'' 
“
No,

)pay it later."

解法の比)i閉f5

1.「過去」の事柄である点に注意。

2。これも 「過去」への推定。

will canと 言えただろうか。

要点の 9.参照。

5,「過去」への推量。

1.「普通はよく眠れるのだけれど昨

夜は眠れなかった」となるはず。

2.「できるでしょう」と 「未来」に

おける 「能力」を表そうとする。

3.「過去」の事柄に 「遺憾の意」を

表す言い方。

1.「～しましょうか」は 「相手」の

気持ちを尋ねる言い方。

2.「～に違いない」 「～であるはず

がない」はともに基本的。

3.「過去」の事柄である点に注意。

4.こ れも 「過去」への推量。

5.「過去」の事柄に 「遺憾の意」を

表す言い方。

6.notの 位置に要注意。

7.最 後のかっこには canも may

も入 りうる。




