使い方
本書は問題演習型式のものとは異なりますので、基本的な使い方を記しておきますね。
①

英文を音読しましょう。
音読することによって、その単元で大切な動詞の変化をつかみましょう。

文の書き方に注目するのではなく、英文本来の音の流れをつかみましょう。
②

読み終わった英文を日本語に和訳しましょう。
音読を終えた文章を次に和訳しましょう。ただ、気をつけて欲しいことが１点あります。

それは、『きれいに訳しすぎないこと』です。部分ごとに、もともとの意味を捕らえる直訳をお
薦めします。
基本の形として、一般動詞を使う英文の場合、
〔誰が〕－〔どうする〕－〔何を〕－〔どんな風に〕－〔どこで〕－〔いつ〕
の順に句と呼ばれる単語のかたまりが並んでいます。
そして、be動詞は〔誰・何〕－〔は〕－〔誰・何〕－〔どこで〕－〔いつ〕
の順に並びます。
ポイントはbe動詞は“〜です。”と捕らえずに、“は”もしくは“＝（イコール）”と考えると文章の意
味がわかりやすいですよ。これらの、単語の並びを語順といいます。
③

英語の表現を作文して書いてみましょう。
最後に、確認として英作文を書いてみましょう。日本語の文章自体は、あえて日常的な表現

を使っています。
この日本語から、簡単な表現に直してみる、つまり自分で訳した表現がどこに隠れているかを探
す作業を進めます。
その上で、先程記した語順に合わせて作文しましょう。

使役動詞

音読和訳

使役動詞
〔letを使う表現〕
1. Let us show your album.
2. Let us know if you pass the exam.
3. I let her do it.
4. She doesn’t let me drive a car.
〔makeを使う表現〕
5. I made my brother clean the room.
6. Our teacher made us sing the song.
7. He made me tell the truth.
8. What made you do such a thing?
9. What made him change his mind?
〔haveを使う表現〕
10. I had my mother cook dinner.
11. I had him repair the radio.
12. I had Mary tell her address.
13. The baby had her mother read the book.
14. I had my father buy the CD.
15. I had my hair cut.
〔getを使う表現〕
16. I got my shoes polished.

17. We had a doctor come.
18. I got my father buy a CD.
〔その他の使役動詞〕
19. I helped my mother cook dinner.
20. I helped my brother do his homework.

使役動詞

英作

使役動詞
〔letを使う表現〕
1. 私たちにあなたのアルバムを見せてね。
2. あなたが試験に合格したかどうか私たちに教えてね。
3. 私は彼女にそれをしてもらいます。
4. 彼女は私に自動車を運転させてくれません。
〔makeを使う表現〕
5. 私は弟に部屋を掃除させました。
6. 私達の先生は私たちにその歌を歌わせました。
7. 彼は私に真実を話させました。
8. 何があなたにそんな事をさせたのですか。(＝なぜ、そんなことをしましたか。)
9. 何が彼の考えを変えさせたのですか。(＝なぜ、彼の考えが変わったのですか。)
〔haveを使う表現〕
10. 私は母に夕食を作ってもらいました。
11. 私は彼にラジオを直してもらいました。
12. 私は、メアリーに住所を教えてもらいました。
13. その赤ちゃんは母親に本を読んでもらいました。
14. 私は父に新しいCDを買ってもらいました。
15. 私は髪の毛を切ってもらいました。(SVOC型
〔getを使う表現〕
16. 私はくつを磨いてもらいました。

要注意)

17. 私たちは医者に来てもらいました。
18. 私は父に新しいCDを買ってもらいました。
〔その他の使役動詞〕
19. 私は母が夕食を作るのを手伝いました。
20. 私は弟が宿題をするのを手伝いました。

知覚（感覚）動詞

音読和訳

知覚(感覚)動詞
1. I saw him open the door.
2. He was seen to open the door.
3. I saw him run away.
4. He was seen to run away.
5. I saw him play tennis. / (He was seen to play tennis.)
6. I watched them play soccer. / (He was watched to play soccer.)
7. I saw the leaves falling on the street.
8. We saw her crossing the bridge.
9. I saw someone enter the house.
10. The students saw him scolded by the teacher.
11. She was seen to cry by him.
12. I heard the bell ring.
13. I heard someone call my name.
14. We heard the baby crying.
15. Mary heard her brother calling her name.
16. I heard my name called.
17. I felt my pleasure rise.

18. I felt someone be behind me.
19. I have never heard him tell a lie.
20. I just watched her dancing on the stage.

知覚（感覚）動詞

英作

知覚(感覚)動詞
1. 私は彼がドアを開けるのを見ました。
2. 彼はドアを開けるのを見られました。
3. 私は彼が走り去るのを見ました。
4. 彼は走り去るのを見られました。
5. 私は彼がテニスをするのを見ました。
6. 私は彼らがサッカーをするのを観ました。
7. 私は通りで葉っぱが落ちているのを見ました。
8. 私たちは彼女が橋を渡っているのを見ました。
9. 私は誰かがその家に入るのを見ました。
10. その生徒たちは彼が先生に怒られるのを見ました。
11. 彼女は彼に泣いているのを見られました。
12. 私はベルが鳴るのが聞こえました。
13. 私は誰か私の名前を呼ぶのが聞こえました。
14. 私たちはその赤ん坊が泣いているのが聞こえました。
15. メアリーは弟が彼女の名前を呼んでいるのが聞こえました。
16. 私は自分の名前が呼ばれるのが聞こえました。
17. 私は自分の喜びが高まるのを感じました。

18. 私は誰かが後ろにいるのを感じました。
19. 私は彼が嘘をつくのを聞いたことがありません。
20. 私は彼女が舞台で踊るのをただじっと観ていました。

完了形

音読和訳

完了形
〔現在完了進行形〕
1. I have been studying since this morning.
2. She has been writing a letter.
3. He has been studying history for three years.
4. The girl has been looking for her doll.
5. We have been waiting for her for two hours.
6. The children have been playing since this morning.
7. Have you been reading the book since this morning?
8. Have you been reading the newspaper?
9. Have you been sitting there?
10. It has been raining since yesterday.
〔過去完了形〕
11. My father had worked in Korea for ten years.
12. I had known nothing when you told me it.
13. I had never been to Hokkaido until I was ten.
14. When I came home, my sister had finished her homework.
15. When my friends visited(called on) me, I had just finished lunch.
16. She informed her parents that she had arrived safely.

17. When we got to the stadium, the game had already started.
18. When I got to the station, the train had left.
19. I sold the books that he had given me.
20. I lost the dictionary that my brother had given me.

完了形

英作

完了形
〔現在完了進行形〕
1. 私は今朝からずっと勉強しています。(今もしている。)
2. 彼女はずっと手紙を書いています。(今もしている。)
3. 彼は3年間ずっと歴史を勉強しています。(今もしている。)
4. その少女は何時間もずっと人形を探しています。(今もしている。)
5. 私たちは2時間ずっと彼女を待っています。(今もしている。)
6. 子供たちは今朝からずっと遊んでいます。(今もしている。)
7. あなたは今朝からずっと本を読んでいるのですか。(今もしているのですか。)
8. あなたはずっと新聞を読んでいるのですか。(今もしているのですか。)
9. あなたはずっとそこに座っているのですか。(今もしているのですか。)
10. 昨日からずっと雨が降っています。(今もしている。)
〔過去完了形〕
11. 私の父は10年間韓国で働いていました。
12. あなたが私にそれを話してくれるまで、私はずっと何も知りませんでした。
13. 私は10歳になるまで北海道に行ったことがありませんでした。
14. 家に帰ったとき、妹が宿題を終わらせたところでした。
15. 友達が訪れた時、私はちょうど昼食を済ませたところでした。
16. 彼女は無事に到着したことを家族に知らせました。

17. 私たちが球場に着いたとき、試合はすでに始まっていました。
18. 私が駅に着いたとき、その列車は発車していました。
19. 私は彼にもらった本を売りました。
20. 私は兄にもらった辞書を無くしました。

仮定法

音読和訳

仮定法
仮定法現在
1. If she comes, she will help me.
2. If it rains tomorrow, we won’t play tennis.
3. If it is fine tomorrow, let’s go on a picnic.
4. If she is absent from school tomorrow, we will visit her house.
仮定法過去
5. If I had much money, I would buy it.
6. If it were raining, we would not have this party.
7. If she were alive, how old would she be now?
8. If he worked harder, he would succeed.
9. If I made friends with that boy(girl), I would be happy every day.
10. If I were you, I would never see him again.
11. If I could play the piano, I would make her pleased(happy).
12. If the world ended tomorrow, what would you do?
仮定法過去完了
13. If I had enough money, I could have bought the picture.
14. If I had married him, I would have been happy.
15. If I had done my homework, I would have finished it yesterday.
16. If he had not called the police, I would have died.
17. If he had not been sick, he could have played soccer.

〔wishの用法〕
18. I wish I were a bird.
19. I wish I were rich.
20. I wish you a happy new year. (wish 人 N) ※叶うであろう望み

仮定法

英作

仮定法
仮定法現在
1. もし彼女が来たら、私を手伝ってくれるでしょう。
2. もし明日雨が降れば、私たちはテニスをしないつもりです。
3. もし明日晴れれば、ピクニックに行きましょう。
4. もし彼女が明日学校を休めば、私達は彼女の家を訪れるつもりです。
仮定法過去
5. もしも私がたくさんお金を持っていたら、それを買うことが出来るでしょう。
（＝実際には買えない。）
6. もし雨が降っていたら、このパーティーはなかっただろう。
7. もし彼女が生きていたら、今何歳なのだろう。
8. もし彼が一生懸命に働くならば、彼は成功するだろうに。
9. もしあの子と友達になれれば、毎日が幸せだろうに。
10. もし私があなたであれば、彼には二度と会いません。
11. もしピアノが弾けるなら、彼女を喜ばせることが出来るだろう。
12. もし明日世界が終わるとしたら、あなたは何をしますか。
仮定法過去完了
13. もしも十分なお金を持っていたら、その絵を買えただろう。
（＝実際には買えなかった。）
14. もし彼と結婚していたら、私は幸せになっていただろう。
15. もし宿題をやっていたら、昨日には仕上げられたはずだ。
16. もし彼が警察を呼んでいなかったら、私は死んでいただろう。

17. もし彼が病気ではなかったら、彼はサッカーができただろう。
wishの用法
18. 私は鳥になりたい。
19. 私がお金持ちならいいのに。
20. あなたが良い年を迎えられますように。
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