文型
★私は働く
I work.
★Birds tweet.
鳥はさえずる
★私の父は弁護士です。
My father is a lawyer.

★その小説はつまらない。
The novel is boring.

★Rob plays tennis.
ロブはテニスをします。
★彼は寿司が好きです。
He likes sushi.

★エミリーは彼に電話番号を伝えた。
Emily told him her phone number.

★She gave Mike an expensive pen.
彼女はマイクに高価なペンをあげた。

★委員会は、ブライアンを新社長にした。
The borad made Brian the new president.

★彼はドアを開けっ放しにした。
He kept the door open.
分詞
★燃えている線香
burning incense
★燃えている線香に触れてはいけません。
Don’t touch the burning incense.
★興奮させる試合
an exciting game

★それは本当に興奮する（自分を興奮させる）試合だったんだ！
That was a really exciting game!

★使われた車、中古車
a used car

★彼はいつも中古車を買う。
He always buys used cars.

★あそこで本を読んでいる男性は私の父です。
The man reading a book there is my father.
★私はビルによって描かれたその絵が好きだ。
I like the picture painted by Bill.
★彼はコーヒーをすすりながらメールをチェックした
He checked email sipping coffee.

★彼は禁煙エリアだと知らずに、タバコを吸い始めた。
He started smoking not knowing he was in a non-smoking area.

★少年は母親に叱られながら泣いていた
A boy was crying yelled by his mother.
★子供を３人産んだ後に、彼女は働こうと決めた
After she had had three kids, she decided to work.

★子供を３人産んだ後に、彼女は働こうと決めた
Having had three kids, she decided to work.

不定詞
★私は英語が勉強したい。
I want to study English.
★私の趣味はタイ料理をつくることです。
My hobby is to cook Thai food.
★部屋を片付いた状態にしておくことはよい考えだ
To keep your room organized is a good idea.
★私の夢は世界を旅行することだ
My dream is to travel the world.

★彼はカレーの料理方法を知りたがっている
He wants to know how to cook curry.
★私はその作業を行うことを簡単にした
I made it easy to do the work.
★その馬は育てられて、最も速い競走馬になった
The horse was raised to be the fastest racehorse.
★私は十分な現金を持ってきたことを確認するために財布の中身をみた
I checked my wallet to make sure I brought enough money.
★このパーティであなたに会うことができて私たちは嬉しいです
We are happy to see you in this party.
★彼らには書き込むための申込書が沢山ある
They have a lot of forms to fill out
★彼女が泣いたとき、なんと言ったらいいか分からなかった
When she cried, I didn't know what to say.
★その現地語は、理解するのには難しすぎた(難しくて理解できなかった）
The local language was too difficult to understand.
★どうやら彼は宿題を忘れていたように見える（忘れていたようだ）
He seems to have forgotten the homework.
★私の猫は撫でられることが好きだ
My cat likes to be petted.
★私の姪っ子は悲しすぎてさよならが言えなかった
My niece was too sad to say goodbye.
★時々長い休暇をとることは言いことだ
It’s nice to take a long vacation sometimes.
★実を言うと、私はアメリカチームが第 2 ラウンドまで進むとは思えない
To tell you the truth, I don't think the US team can make it to the second round.
比較
★トムはマイクより背が高い。
Tom is taller than Mike.

★トムはマイクよりも大分背が高い。
Tom is much taller than Mike.
★トムはマイクよりも少し背が高い。

Tom is a little taller than Mike.
★ロブはこのチームの選手の中で一番背が高い
Rob is the tallest of all the players in this team.
★ドグはクラスの中で"ダントツで"一番賢い
Doug is by far the smartest in his class.
★渋谷は新宿と同じくらい忙しい。
Shibuya is as busy as Shinjuku.

★ほとんどの蜘蛛は蜂ほど危険ではない。
Most spiders are not as(so) dangerous as bees.
★このパズルは、あのパズルほど難しくない。
This puzzle is less difficult than that puzzle.

★ニックはクラスの中で 2 番目に背が高い
Nick is the second tallest in his class.

★国際結婚はおもしろい、というより難しい。
International marriages are more difficult than interesting.
★ブラッドはおしゃべりであり、友好的でもある。
Brad is as talkative as friendly.

否定
★わたしは決してクラシック音楽を聴かない。
I never listen to classical music.
★彼らはめったに外食しない。
They hardly(scarcely) ever go out to eat.
★ジャスティンはオフィスでほとんど働かない。
Justin rarely(seldom) works in the office.
★彼は決してスーパーマンではない。
He is no superman.
★全ての客がウェイターにチップを払うとは限らない。
Not all the customers paid a tip to the waiters.
★その金持ちの男は車を 2 台持っている。それらの車が 2 台とも値段が高いとは限らない。
The rich men has two cars.Both of the cars are not expensive.

★全てのものが同じであろうとは限らない。
Not everything is going to be the same.
★その英語の先生の英語はいつも正しいとは限らない。
The English teacher's English is not always correct.
★その俳優が何と言っているのか、完全に理解することはできていない。
I cannot quite understand what the actor is saying.
動名詞
★走ったあとに足をストレッチすることは重要である。
Stretching your legs is important after you run.
★私の趣味は料理をすることである。
My hobby is cooking.
★その映画を鑑賞することを終えましたか？
Did you finish watching the movie?
★私は歌うことが得意ではない。
I am not very good at singing.
（※be good at～＝～が得意である）
★話しているインコ
A talking parrot
★洗濯機
A washing machine
★スマートフォンで音楽を聴きながらメールを確認することができます。
You can check your email listening to music on this smart phone.
★長い間あなたを待たせてしまいましたか？
Did I keep you waiting for long time
★私は何かをするように命令されることが嫌いだ。
I hate being told what to do.
代名詞
★私は私自身に本当に現在の仕事で満足しているかどうかを問いかけた。
I asked myself if I am really satisfied with my current job.
★彼は自分の家賃を払うために、自分に頼るしかない。
He must rely on himself to make enough money to pay for his rent.
★私はこの本棚を自分のために作った。
I made this bookshelf for myself.(for oneself＝～のために）

★見ろよ！ティファニーが自分で靴を履いたぞ！
Look at that! Tiffany put on her shoes all by herself.
★彼女自身を見たかい？
Did you see the woman herself?

★私自身の目で見るまでは、わたしはそれを信じることができなかった。
I didn’t believe it until I saw it with my own eyes.

★これおいしいね！
This tastes great!
★冬の日本の気温はシアトルのそれ（気温）と同じようなものである。
The temperature of Japan in winter is like that of Seattle.
★彼女の目は猫の目のようだ。
Her eyes were like those of a cat.
★あなたはよく働くね。昇給するべきだ！
そうだといいね。
You work so hard.You shoud get a raise.!
I hope so.
★ジムはいつも役に立ってくれるね。
君もだよ。
Jim is always so helpful.
So are you.
★そんなこというなよ。
Don’t say such things.

★彼女は有名な人だけど、普通の人なんだ。そしてそのように扱われるべきである。
Even though she is famous she is just a normal person,
and should be treated as such.
★もう何年もこの冷蔵庫を使っています。新しいのを買うべきだね。
I’ve had this refrigerator for years. I should buy a new one.
★これらの靴は私の値段の範囲を少し超えています。もっと安いものはありますか？
These shoes are a little out of my price range. Do you have any cheaper ones?
★その新しい映画はもう３ヵ月は公開されないだろう。
The new movie won't come out for another 3 months.
★ジェニーもメアリーも両方ともシドニー出身である。
Both Jenny and Mary are from Sydney.

★コーヒーか紅茶を好む人もいれば、ジュースや水を好む他の（それ以外の）人もいる。
Some people prefer coffee or tea, others prefer juice or water.
★私たちは東京に２つの支社をもつ。１つは渋谷、もう１つは池袋にある。
We have two branches in Tokyo.One is in Shibuya.The other is in Ikebukuro.
★競技者それぞれがすばらしいパフォーマンスをした。
Each of the contestants had a wonderful performance.
★これらの（２つの）レストランのうちのどちらかに行った事はありますか？
Have you been to either of those restaurants?
★それらの（２つの）プレゼンはどちらもあまり分かりやすいものではなかった。
Neither of the presentations were very clear.
★私たちができるすべてのことは来週の結果を待つだけだ。
All we can do now is wait for the results next week.
★いかなるアニメファンも、喜んで日本に住むだろう。
Any anime fan would love to live in japan.
★今週末はなんの予定もないよ。
I don’t have any plans this weekend.
★私の自転車を修理するための何らかの道具を持っていますか？
Do you have any tools I can use to fix my bike?
★彼の本のうちの何冊かはよく売れた。
Some of his books sold very well.

★モロッコの公衆トイレはトイレットペーパーがない。
None of the public toilets in Morocco have toilet paper.
★誰でも自治体の体育館を使うことができます。
Anyone(Anybody) may use the public gym.

★誰か音楽をとめてくれないか？僕は寝ようとしているんだ。
Could someone(somebody) please turn down the music? I’m trying to sleep.
★誰もその機械を治す方法を見つけることができなかった。
Nobody(no one) could figure out how to fix the machine.
★何が食べたい？
なんでもいいよ。
What do you want to eat?
Anything is fine.

★時間を潰すために何かが必要だ。
I need something to kill time.

★人生において、みんなが何かのための情熱を見出すべきだ。
Everyone(Everybody) should find a passion for something in life.

★このデザインのアイデアに関して、彼の心を変えることはできない。
Nothing can change his mind about this design idea.
★彼女はその店の全てのものを買いたいを思っている。
She wants to buy everything in the store.
前置詞
★彼はその図書館でよく勉強している。
（study という動詞を in で修飾している⇒図書館で study している）
He often studies in the library.
★ジョンはこの町をよく知っている。
John is familiar with this town.
★ジェニーは朝早くに目覚める。
Jenny wakes up early in the mornig.
★私は車について沢山しっている。
I know a lot about cars.

★私の友人は誰もその船には乗っていなかった。
None of my friends were aboard the ship.
★私のお気に入りの写真はデスクの上にあります。
My favorite picture is above my desk
★私たちは、そのアイスクリーム屋を見つけるだけのために、町を端から端まで行った。
We went across the entire city just to find the ice cream shop.
★私は渋谷で買い物をした後に家に帰った。
I went home after shopping in Shibuya.
★私の息子は疲れているときは壁に対してよりかかるのが好きだ。
My son likes to lean against me when he is tired.
★私は暖かい夜にビーチに沿って歩くのが好きだ。
I like to walk along the beach on warm nights.

★同僚たちの間で、作業を均等に分けなければいけない。
We have to split the tasks evenly among all of our coworkers.
★ジェーンは町のまわりを 3 時間、あてもなく歩き回った。
Jane walked aimlessly around town for 3 hours.
★わたしは英語の教師として働いている。
I work as an English teacher.
★私はオフィスで私の全ての写真を印刷した。
I print all of my pictures at the office.
★就寝前に私はいつも歯磨きをする。
I always brush my teeth before I go to bed.
★その映画館は大きなショッピングモールの後ろにある。
The movie theater is behind the big shopping mall.
★私の首の下には日に焼けたラインがあります。
I have a dark tan line below my neck.
★彼の下で地面がゆれていた。
The ground was shaking beneath him.
★私は経済学の授業で、最も親しい友人のとなりに座る。
I always sit beside my best friend in economics class.
★その図書館は本を貸す他にもいくつかのサービスを提供している。
The library has several other services besides lending books.
★私はオーロラ通り沿いの郵便局と床屋の間に自転車をとめた。
I parked my bike between the post office and barber on Aurora street.
★この地点を超えたところで、危険化学物質から身を守るために特別な服を着用しなければなら
ない。
Beyond this point, we are going to have to wear special suits to protect us from the dangerous
chemicals.
★一人の参加者を除いて、全員が女性である。
All but one of the participants were female.
★この作業は彼によって完了された。
This work has been done by him.
★あなたの新居に関する契約は、いくつか欠けている詳細事項がある。
The contract concerning your new home has a few details that were left out.
★彼は、現地の飲めない水や危険な虫にも関わらず、その旅行を楽しんだようだった。
He seemed to enjoy the traveling despite the undrinkable water and dangerous insects in the local
area.

★He ran at a comfortable pace down the hill.
丘の下のところで、彼はちょうどよいペースで走った。
★試合の間、そのファンたちはずっと叫んでいた。
The fans were yelling the whole time during the game.

★日曜日を除いて私は毎日働いている。
I work everyday except Sundays.
★わたしは友人の誕生日パーティのために沢山の食事をつくった。
I made a lot of dishes for my friend’s birthday party.
★米国に住んでいる多くの移住者たちは、南米とアジア出身である。
A lot of immigrants living in the US come from South America and Asia.
★車の中に十分なガソリンがなかった。
There wasn’t enough gas in my car.
★わたしの頭の中にある考えをすべて伝えるのは難しい。
It’s hard to convey all of the thoughts inside my head.
★まるでマラソンレースが始まったかのように、客たちはその店の中に駆け込んでいった。
The customers ran into the shops as if a marathon race was starting.
★彼は少年のようにふるまった。
He acted like a boy.
★10 から 2 をひく（減らす）と 8 である。
Ten minus two is eight.
★私の家の近くにおいしいパン屋がある。
There is a great bakery near my house.
★これは東京タワーの写真です。
This is a picture of Tokyo Tower.
★そのホテルは幹線道路から２マイル離れたところにある。
The hotel is located 2 miles off the main road.
★壁には、沢山の彼の家族の写真があった。（壁に貼ってある＝接している）
There were many pictures of his family on the wall.
★私の猫はテーブルの上に飛びのり、全てのクラッカーを食べた。
My cat jumped onto the table and ate all crackers.
★彼は彼女の反対側に座った。
He sat opposite her,

★私のいとこは奈良の外（側）にある小さな町に住んでいます。
My cousin lives in a small town outside Nara.
★彼は交通渋滞のために 10 回以上遅刻したことがある。
He’s been late to work over 10 times because of the heavy traffic.
★私の祖母はもう 90 歳を超えているが、まだ腹筋をやっている。
My grandmother is past ninety, but she still does sit-ups.
★彼は 30 年前からずっとその会社で働いている。
He’s been working for the company since 30 years ago.
★グレンはマークよりも背が高い。
Glenn is taller than Mark.
★強い嵐の最中に、木が私の家の屋根を突き抜けて落ちてきた。
A tree fell through the roof of my house during a strong wind storm.
★映画の間中ずっと男がうるさく咳をしていたので、迷惑だった。
I was annoyed because a guy was coughing loudly throughout the movie.
★日が沈むまで私は帰りませんよ。
Let's wait till tomorrow.
★彼はそのピザを間違った家に配達した。
He delivered the pizza to the wrong house.
★私たちは岸に向かってボートを漕ぎました。
We rowed the boat toward the shore.
★私は水の下で（水面下で）2 分間息をとめました。
I held my breath under water for more than 2 minutes.
★僕の電話をとってくれないか？テーブルの下にあるよ。
Could you get my phone? It’s underneath the table.
★クリスは彼のズボンに完璧に似合うジャケットをみつけるまで探し続けた。
Chris kept looking until he found the perfect jacket for his pants.
★私の息子の部屋は階段の上にある。
My son's room is up the stairs.
★I do all of my clothes shopping via the internet.
私は自分の全ての服の買い物はインターネットを通してやっている。
★こんな優秀な科学者と仕事ができて彼女は幸運だ。
She is lucky to work with such smart scientists.
★一年以内にケリーは彼女の部署のマネージャーに昇格した。
Within 1 year, Kelly was promoted to be the manager of her department.

★私は砂糖なしのコーヒーが好きだ。
I like my coffee without sugar.
接続詞
★彼女は野球とバスケットボールをやります。
She plays soccer and basketball.
★もう少し働きなさい。そうすれば、プロジェクトを完了できるでしょう。
Work a little more, and you will finish the project.
★私のコンピューターは古いが、まだ正常に機能する。
My computer is old, but still works well.
★ He is not from China, but from America.
彼は中国ではなく、アメリカ出身である。
★ジムは長期間ギターを練習したのに、歌一もつ上手に演奏できない。
Jim practiced guitar for hours, yet he couldn’t play any songs well.
★あなたは猫または犬かどちらが好きですか？
Do you prefer cats or dogs?
★私は作曲を、つまり音楽制作を学んだ。
I studied composition, or the creation of music.
★ゆっくり食べなさいよ、さもないと気持ち悪くなっちゃうわよ。
Eat slowly, or you will feel sick.
★私は運動向きではないし、なりたいとも思わない。
I’m not athletic, nor do I want to be.
★彼がおこっている、ということは定かではない。
That he was angry was unclear.
★私は電話にでることができなかった。理由は、私は外に犬の散歩にでていたからだ。
I couldn't pick up the phone.The reason is that I was taking my dog for a walk.
★彼がパーティを楽しんだかどうかは、どうともいえない。
It’s hard to say whether he enjoyed the party.
(whether～a party までが名詞のかたまりで、SVC の第 3 文型になっている。S=C)
★彼がパーティを楽しんだかどうかは、どうともいえない。
I wonder if I can find the perfect girl.
私は、はたして完璧な女性が見つけられるのだろうか？
★私が車の中で食べようとしたとき、電話が鳴った。
When I was about to get in my car, I got a phone call.

★公園を走っていたときに、沢山の人をみかけた。
I saw many people as I was running though the park.
★彼女はコーヒーをすすりながら email をチェックした。
She checked her email while she was sipping coffee.
★わたしたちは閉店するまでレストランにいました。
We stayed at the restaurant until it closed.
★沢山昼食を食べた後に、昼ねをしました。
After I had a big lunch, I took a nap.
★I have 30 minutes before the last train leaves.
終電が出るまでに、30 分時間があります。
★間違いをなおしたらすぐにテストを送りますよ。
I’ll send you your test as soon as I finish correcting the mistakes.
★彼が運転をしだすとすぐに雪が降り始めた。
He had no sooner started to drive than it began to snow.
★新しい車を見た瞬間、それを欲しいと思った。
The moment I saw the new car, I wanted it.
★お腹が好いたので、食べたい。
I want to eat because I am hungry
★時間があるので、自分の部屋を掃除したい。
Since I have time, I want to clean my room.
★雨が降っていたので、正午のピクニックを中止することにした。
As it was raining, we decided to cancel the afternoon picnic.
★夏がきた今、ビーチにいけるね。
Now that summer is here, we can go to the beach.
★君はコンピューターが得意なので、このファイルを開けるのを手伝ってくれないか？
Seeing that you are good with computers, could you help me open this file?
★エアコンを切ってくれないか、そうすればエネルギー節約になるからね。
Turn off the air conditioning so that we can save energy.
★彼はトップのクラブチームに入団するためになるべく沢山サッカーの練習をした。
He played soccer as hard as he could in order that he may get on the top club team.
★とでも眠かったので、やっとの思い出目を開けていた。
I was so tired that I could barely keep my eyes open.
★もしも宿題を終わらせれば、友達と遊びにいってもいいわよ。
You can hang out with your friends if you finish your homework.

★交通渋滞でもなければ、早く家にもどるよ。
I’ll come back home early unless there is a lot of traffic.
★もしも東京の車が安かったら、君は車を買うかい？
Supposing that cars in Tokyo are cheaper, would you buy one?
★仕事が午後 7 時前に終われば、あなたのパーティに行くよ。
I will go to your party provided that I finish my work before 7pm.
★明日朝 6 時にわたしが起きれなかった場合は、私を起こしてくれ。
In case I can't wake up at 6am tomorrow, please wake me up.
★時間つぶしをするために、何か本をくれないか。
面白い本ならなんでもいいよ。
Please give me a book to kill my time.
Any book will be fine as long as it is interesting.
★外はとても暑かったけれども、公園でピクニックをしました。
Though it was very hot outside, we still had a picnic in the park.
★たとえ皆が私が成功しないといっても、私はビジネスで成功するつもりだ。
I will succeed in my business even if everyone tells me that I won't.
★あなたがそうたくても、したくなくても、あなたは新しいことに挑戦するべきだ。
You should try new things, whether you want to or not.
★教えられたとおりに、規則に従いなさい。
Follow the rules as you were taught.
★彼女はまるでモデルであるかのように歩いた。
She walked as if she was a model.
★私が知る限りでは、この季節は自分が経験した中で一番雨の激しい季節だ。
As far as I know, this has been the rainiest seasons I’ve ever experienced.
★犬 2 匹以外に、わたしは猫を 3 匹飼っている。
Besides my two dogs, I have 3 cats.
★旅は 3 日間だけだったが、それでも私たちはとても楽しむことができた。
The trip was only 3 days, nevertheless he enjoyed it very much.
★彼が米国出身だということは知っていた。さらに、私は彼がどの市から来たかを知りたかった。
I knew he is from the States.I also wanted to know which city he is from.
★私は毎日電車で通勤している。その上、駐車スペースや交通渋滞を心配する必要がない。
I take the train to work everyday. Moreover, I don’t have to worry about parking or traffic.
★それはとても良いアイデアだ。けれども私たちの予算は限られている。

That’s a good idea. However, our budget is too low.
★そんな風に話してはいけないよ。さもないと人はあなたを無礼だと思うだろう。
Don’t talk like that. Oherwise, people will think you are rude.
★私は新しいテレビを買った。それゆえに、今わたしがやっていることは一日中テレビをみることだ
けだ。
I bought a new TV. Therefore , all I do now is to watch TV all day.
★彼は英語だけでなくスペイン語も話せる。
He can speak not only English, but also Spanish.
★彼女はいつも働いているか、彼氏と遊んでいるかどちらかだ。
She is either working or hanging out with her boyfriend.
★日本ではそばもうどんもとても人気のある麺食品である。
In Japan, both soba and udon are very popular noodles.
★その子供たちは、親に対してやさしくもなければ親切でもない。
The children are neither gentle nor kind to their parents.
★彼はピアノばかりでなく、トランペットも演奏することができる。
He plays piano as well as the trumpet
助動詞
★私は英語を話すことができない
I cannot speak English
★あなたは英語を話すことができる。(肯定文）
You can speak English.
★あなたは英語を話すことができますか？（疑問文）
Can you speak English?
★彼女はスペイン語を話すことができる。
She can speak Spanish.
★私は今忙しくないので、あなたのその作業のお手伝いをすることができますよ。
I am not busy now,so I can help you with the work.
★私は今忙しくないので、あなたのその作業のお手伝いをすることができますよ。
You can use this pen.I have my own pen.
★彼は子供のときピアノを弾くことができた。
He could play piano when he was a child.
★その話は少し非現実的だが、真実にも成りえるだろう。（可能性はある）
The story seems a bit unrealistic, but it could be true.

★あなたのペンをお借りしてもいいですか？
Could I borrow your pen?
★彼は英語を勉強しなければならない。
He must study English.
★彼らは双子であるにちがいない。
They must be twins.
★年輩の人たちに無礼であってはいけない。
You must not be rude to eldery people.
★私は職場で英語を使わなければならない。
I have to use English at work.（現在形）
★私は職場で英語を使わなければならなかった。
I had to use Englihs at work.(過去形）
★いつでも電話していいですよ。
You may call me anytime.
★この映画館に飲み物を持ち込むことを禁止します。
You may not bring your own drinks into this theater.
★あなたのペンを借りてもいいですか？
May I borrow your pen?
★彼は解決のためのアイデアをもっているかもしれない。
He may have some ideas for solutions.
★幸運を祈る！
May you be happy!
★その店はひょっとしたらもう閉まっているかもしれない。
The store might be closed alreday.
★景気は来年に回復するだろう。
The economy will recover next year.
★彼はよく宿題をするために夜遅くまで起きているものだ。
He will often stay up late at night to do homework.
★I will convince my boss to promote me.
私は上司に私を昇格させるように説得するつもりだ。
★私は必ず明日までにはレポートをあなたに提出します。
I shall get the report to you by tomorrow.

★その作業は時間通りに完了されるだろう。
The work shall be done on time.
★レストランにいきましょうか？
Shall we make our way to the restaurant?
「would」
★レナはミーティングに来るつもりだと言っていた。
Rena said she would come to the meeting.
★彼は緊張するといつも自分の腕時計をみていた。
He would always look at his watch when he got nervous.
★私にお金があればその家を買うだろう。
I would buy the house if I had the money.
★毎年私たちは祭りで花火を点火していたものだ。
Every year we would light fireworks at the festival.
★彼女は毎日ジムに通っていたものだ（今は通っていない）
She used to go to the gym everyday.
★この界隈には、より沢山の若者がいたものだ。
There used to be more young people in this neighborhood.
★あなたはそのアイスクリームが溶ける前に冷蔵庫に入れておくべきだ。
You should put the ice cream in the refrigerator before it melts.
★私の友人はすぐにここに到着するはずだ。
My friend should arrive here soon.
★なんで私があなたのいうことを聞くべきなの？
Why should I listen to you?
★旅の際には薬を持っていくべきだ。
You ought to bring some medicine on your trip.
★彼のすばらしい演説で、人々は当然良い印象を抱くだろう。
People ought to have a good impression with his great speech.
★いったいぜんたいなんでそんな風に僕を見つめるんだい？
How dare you look at me like that?
★彼らはここまでくるのにかなり長距離を旅したに違いない。
They must have travelled very far to get here.
★彼女は欲しがっていた本をみつけたのかもしれない。
She may have found the book she wanted.

★彼は子供ともっと沢山の時間を過ごしてくれてもよかったのに。
He might have spent more time with his kids.
★試験にを受ける前に、あなたはもっと勉強するべきだった。
You should have studied more before you took the test.
★私は友人に相談すべきだった
I ought to have consulted my friends.
★そのファイルはダウンロードされているはずだ。
The file ought to have been downloaded.
★パスタにこんなに沢山の材料を買う必要はなかった。
I need not have bought so many ingredients for the pasta.
★その作業を完了するために、ジャスティンは彼を助けたのだが、彼はそれを一人でやることもで
きたのかもしれない。
Justin helped him do the work, but he could have done it by himself.
★昨日はビデオゲームをして 4 時間無駄にしてしまった。
十分に試験勉強をすることだってできたと思う。
I wasted 4 hours playing a videogame last night.
I think I could have studied enough for the examination.
受動態
★トムは私のパソコンを修理した
Tom fixed my PC.
★私のパソコンはトムによって修理された
My PC was fixed by Tom.
★あなたは西の空でその惑星を見ることができる
You can see planets in the western sky.
★その惑星は、西の空で見ることができる
Planets can be seen in the western sky.
★彼は弟におもちゃをあげた
He gave his brother a toy.
★彼の弟は彼からおもちゃを与えられた
His brother was given a toy by him.
★彼はメアリーを幸せにした
He made Mary happy.
★メアリーは彼によって幸せになった
Mary was made happy by him.

★私はその宿題を終えたところだ
I have finished my homework.
★その宿題は今終えられたばかりだ
My homework has been finished
★私は次の水曜日までには宿題を終えているだろう
I will have finished my homework by next Wednesday.
★宿題は次の水曜日までには終えられているだろう
My homework will have been finished by next Wednesday.
★彼は今床を清掃しているところだ
He is cleaning the floor right now.
★床が今清掃されているところだ
The floor is being cleaned right now.
時制
●現在形
★ロブは寿司が好きである。
Rob likes sushi.
★彼女はその花に毎日水をあげている。
She waters the flower every day.
★純粋な水は摂氏 100 度で沸騰する。
Pure water boils at 100 degrees Celsius
★その会議は明日 10 時にスタートする。
The conference starts at 10 am tomorrow.
●過去形
★トニーは昨日テニスをした。
Tony played tennis yesterday.
★マークは 5 年前とても痩せていた。
Mark was very skinny five years ago.
★私のルームメイトは毎日私のために料理をしてくれた。
My room mate cooked for me everday.
★昔この公園でよく友達と遊んだものだ。
I often used to play with my friends in this park.
●未来形

★今夜は雨が降るだろう。
It will rain tonight.
★英語の勉強をするつもりです。
I will study English.
★今夜旧友と夕食を予定しています。
I am having dinner with my old friends tonight.
●進行形（be＋ing)
★ジャスパーは今公園でジョギングしているところだ。
Jasper is jogging in the park now.
★地球は常に動いている。
The earth is always moving.
★ジョンがオフィスに来たとき、私は電話で話していた。
When John came to the office, I was talking on the phone.
★彼はそのバーでは常にワインを飲んでいた。
He was always driniking wine in the bar.
★私はそのピクニックに行く予定だった。
I was going to the picnic.
★明日の夜 8 時、まだ私はオフィスで働いているだろう。
I will still be working in the office at 8pm tomorrow.
★沢山の人々がすぐに、その新しい携帯電話を使うだろう。
Many people will be using the new mobile phone soon.

強調
★先週ここでロイと話をしたのは「彼女だ」※彼女だ、を強調している。
It was she that talked to Roy here last week.
★先週ここで彼女が話をしたのは「ロイだ」。※ロイだ、を強調している。
It was Roy that she talked to here last week.
★先週彼女がロイと話をしたのは「ここだ」。※ここだ、を強調している。
It was here that she talked to Roy last week.
★盗まれたのは「彼の車」だった。
It was his car which was stolen. （It was his car that was stolen も可）
★そのプロジェクトのために一緒に働いたのは「Sean だ」。
It was Sean that I worked with on the project.

★私が休暇を取れなかったのは忙しかったからだ。
It was because I was busy that I couldn't take vacation.
★走るのをやめてから、自分が疲れているのがわかった。（走っているときは自分が疲れているの
に気がつかなかった）
It was not until I stopped running that I realized I was tired.

関係代名詞
★I have a son who plays baseball.
私には野球をする息子がいる
★I have a dog which is a Dachshund.
私にはダックスフンドの犬がいる
★I have a son whom I love.
私には愛する息子がいる
★私には趣味で野球をやっている息子がいる。
I have a son whose hobby is playing baseball.
★私の息子は、生徒がプログラミングが学べる私立学校に通っている
My son goes to a private high school where the students can learn programming.
★悲しいことは、世界にはまだ飢えている人が沢山いる、ということだ
What is sad is that there are still many people starving in the world.
★わたしを悲しくさせるのは、世界にはまだ飢えている人が沢山いる、ということだ
What makes me sad is that there are still many people starving in the world.
★誰が案内デスクに来ても、あなたは丁寧に話すべきだ。
Whoever comes to the information desk, you should speak politely.
★あなたはあなたの誰でも好きな人をテニスのパートナーに選ぶことができます。」
You can choose whomever you like for a tennis partner.
★なんでも好きなものを注文できます
You can order whatever you like.
★彼が何をしようと、私はいつも彼を信用する。
Whatever he does, I alywas trust him.
★討論においてどちらの立ち位置をあなたがとるにせよ、あなたの論点を支えるための確かな事
実をもってください。
Whichever position you decide to take in the debate, be sure to have strong facts to support your
arguments.
★あなたがどちらのアイデアを採用するのであれ、私はそれを実践するために全力を尽くします。

Whichiever idea you adopt,I will do my best to practice it.
冠詞
★通りで一台の車をみた
I saw a car on the street.
★私は昨日小説を読んだ。それは東京に住む１０代の人々についての小説だった
I read a novel yesterday.The novel was about teenagers in Tokyo.
★トマトは果物であって、野菜ではない
A tomato is a fruit and not a vegetable.
★わたしは一日３０分ジョギングする
I jog 30 minutes a day.
★一生懸命働けばある程度は豊かになれる
You can get rich to an extent by working hard.
★僕が電話にでるよ
I will answer the phone.
★私は昨日ペンを買った。そのペンはとても高価だった。
I bought a pen yesterday. The pen was very expensive.
★ABC 社の製品はいつも信頼できる
The products from ABC company are always reliable.
★ 第1章
the first chapter
★ 第2章
the second chapter

★the first inning
野球の「第 1 回」
★The richest man in town
町で一番の金持ちの男
★私たちは同じ意見をもっている
We have the same opinon.
★あなたはあなたの才能を使うことができるこの世でただ一人だけの人物だ
You are the only person who can use your talent in this world.
★この社会において、お金持ちの人たちは、いくらかのお金を寄付することが期待されている
The rich are expected to donate some money in this society.

★赤道は、北半球と南半球の境界線のことです。
The equator is the boundary between the northern and the southern hemisphere.
★この店では常連のお客はいつもガロン単位でミルクを買う。
Frequent cutomers always purchase milk by the gallon in this store.
完了形
★今その本を読み終えたろころだ
I have finished reading the book.
★わたしはもうすでにその本を読み終えた。
I have already finished reading the book.
★私はまだその本を読み終えていない
I haven't finished reading the book yet.
★私はその国の大統領に逢ったことがある
I have met the president of the country.
★私の父はその会社に８年間働いている
My father has worked for the company for 8 years.
★子供たちが原因で、私はここ数週間疲れっぱなしだ。
I have been feeling tired these past few weeks because of my kids.
「過去完了形」
★上司に知らされる前に、すでに私は自分の昇進については知っていた。
I had already known about my promotion before my boss told me.

★その会社で仕事が決まるよりも前に、すでにそこの社長にあったことがある。
I had already met the president before I got the job at the company.
★ほとんどの従業員が、その会社が倒産する前までに 10 年以上は働いていた。
Most of the workers had worked for the company for over 10 years before it went bankrupt.
「過去完了進行形」
★ほとんどの従業員が、その会社が倒産する前までにずっと 10 年以上は働いていた
Most of the workers had been working for the company for over 10 years before it went bankrupt.
★ジェニーは宿題を終えた後、友達のパーティに行った。
Jenny went to her friend's party after she had finished her homework.
★あなたの助力があれば、明日の夜までには、ほとんどの作業が完了しているだろう。
We will have finished most of the work by tomorrow night with your help.
★もし私がこの本を再び読めば、この本を読むのは 5 回目になるだろう。

If I read this book again, it will have been the 5th time to read it.
★来月で、この会社で 15 年間働いたことになる。
By next week, I will have worked for this company for 15 years.
仮定法
★もしも車を持っていたら、もっと簡単に通勤できるだろう。
If I had a car, I could commute more easily.
★（万が一）もしもライトが黄色くなったら、その装置は正常に動作しなくなるだろう。
If the light should turn yellow, the device would stop functioning correctly.
★もし彼女がそこに間に合っていれば、そのきれいな夕焼けを見逃してはいなかっただろう。
If she had been there on time, she would have seen the beautiful sunset.
★もしも彼が銀行員だったら、彼は安定した人生を送るだろう。
If he were a banker, he would have a stable life.
★もしも彼が銀行員だったら、彼は安定した人生を送るだろう。
Were he a banker,he would have a stable life.
★もしも彼が銀行員だったなら、彼はもっと安定した人生を送っていただろう。
If he had been a banker, his life would have been more stable.
★もしも彼が銀行員だったなら、彼はもっと安定した人生を送っていただろう。
Had he been a banker,his life would have been more stable.
★（万が一）もしもその試験に合格すれば、彼は医者になるだろう。
If he should pass the test, he would be a doctor.
★（万が一）もしもその試験に合格すれば、彼は医者になるだろう。
Should he pass the test, he would be a doctor.

