
 1 

Grammar                                

 

Lesson 1 形容詞・副詞 

§1 形容詞 

《１》主語と形容詞 

【例題】   

次の文の誤りを訂正しなさい。 
  You are necessary to go at once.               

 

  You can come whenever you are convenient.  （×） 

  You can come whenever it is convenient for you. （○） 

  He is impossible to buy a car.   （×） 

  It is impossible for him to buy a car.  （○） 

  He is unable to buy a car.   （○） 

  

 ANKEY  

人（動作主）を主語にして使えない形容詞   

◎難易 

easy    しやすい 

  S is  hard     to do Ｓは～ しにくい 

 difficult    しにくい 

 impossible   できない 

◎「Sは人にとって～だ」 

 convenient  好都合な 

  S is  important   for 人 重要な 

 necessary   必要な 

◉ It is important to pay attention to the inner voice. （○） 

	 You are important to pay attention to the inner voice. （×） 

心の声に耳をかたむけるのは大事なことだ 
◉ It is absolutely necessary to tell the truth.  （○） 

 You are absolutely necessary to tell the truth.  （×） 

真実を言うことは絶対に必要だ 
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《２》形容詞の諸問題 
A.  紛らわしい形容詞 

 

【例題２】   

（ａ）  Unicorn is an (imaginable / imaginative / imaginary) animal.   

（ｂ）  You should be (respectable / respectful / respective) to your teacher. 

 

 ANKEY 

   imaginable  想像できる    

   imaginary   想像上の，架空の  

   imaginative  想像力旺盛な  

   sensible   分別がある，賢明な 

   sensitive   敏感な 

   sensual   官能的な 

   respectable  立派な，尊敬に値する 

   respectful  礼儀正しい，敬意を示す 

   respective  それぞれの 

   industrial  産業の，工業の      

   industrious  勤勉な     

   succesful   成功した     

   succesive   連続した   

 

 
B.  形容詞の位置と語順 

 

【例題】 

（ａ） Please give me [to / cold / something / drink].        

（ｂ） Her speech left a deep impression [present / those / on]. 
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§2 副詞 

《１》形容詞か副詞か 
 

【例題】 

（ａ）  He can do it very (good, well).  

（ｂ）  It may sound (strange, strangely), but it is true.     

（ｃ）  Do you think it (strange, strangely) that she is not here? 

 

JUICY   

 形容詞は「名詞を修飾する」か「補語になる」 

 副詞は「名詞以外を修飾」し「補語にはなれない」 

 

《２》注意すべき副詞の用法 

 

【例題】   

次の文の誤りを正しなさい。   

（ａ） They tied him to a tree and whipped him hardly.     

（ｂ） It is very better than the others.   

（ｃ） He arrived to find that the train had left five minutes ago.  

（ｄ） I don't know her, and I don't want to too.  

（ｅ） Have you finished your homework still?   

（ｆ） She arrived at home at nine last night. 
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《３》名詞の副詞的用法 
 

【例題】    

（1） I met Mary (         ) Sunday.   
   (a) last  (b) on last  (c) the last  

（2） I make it a rule to take a walk (   ) morning.    

   (a) by every  (b) in every  (c) on every  (d) every  

        

 

JUICY    

名詞が前置詞なしで副詞的に働くことがある。  

 

◉ I got up at six this morning.   

 今朝は６時に起きた 
cf. I always study in the morning.   

 いつも午前中に勉強します 
◉ The canal ran north and south. 

  運河は南北に流れていた  
◉ Come this way, please. 

 どうぞこちらへ 
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EXERCISES 

 

【１】次の文の空所に入れるのに最も適当なものを選びなさい。 

1．It is a pity that we should not be (       ) to do anything for her. 

 （ａ）  able （ｂ）  capable  （ｃ）  possible  （ｄ）  probable 

2．His wages are so (       ) that he can scarcely live on them. 

 （ａ）  cheap  （ｂ）  inexpensive （ｃ）  few （ｄ）  low  

3．You're late.  The meeting finished (       ).   

（ａ）  before thirty minutes  （ｂ）  since thirty minutes 

（ｃ）  thirty minutes ago   （ｄ）  thirty minutes before 

4．Always be frank and open with your colleagues.  (       ) you will win their trust 
and confidence.                

（ａ）  By contrast （ｂ）  Likewise  （ｃ）  Therefore （ｄ）  That way 
 

【２】次の文の誤りを訂正しなさい。 

1．I am pleasant to hear that you have succeeded in the examination. 

2．He is important to get the job. 

3．His salary was cheaper than that of his wife.       

4．The eye is sensible to light. 

5．What time did you come back to home last night?     

6．He arrived very lately last night, or rather in the early hours this 

   morning.                                         
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Basic Verbs                               

Lesson 5  GIVE 

 
１「与える」いろいろ 

1.  Give me some money.  ⾦をくれ 

  the police.  警察を呼んでくれ 

  Lucy, please.  （電話）ルーシーはいますか 

  an example.  何か例をあげて 

  your opinion.  意⾒を聞かせてくれ 

  a ride.   乗せてって 

  your name, please.  お名前をおっしゃって下さい 

  a break!   いい加減にしろ，冗談きついよ 

  a chance.   やらせてみてくれ 

 
２ give＋Ｏ＋動作名詞〈Ｓ＋Ｖ＋Ｏ１＋Ｏ２〉 

2.   Give it a try.   やってみなよ 

3.   give  him a little kiss  彼に軽くキスする 

  him a suspicious look 彼をうさんくさそうな⽬で⾒る 

  him a slap  彼にビンタをくらわす 

  him a kick  彼に蹴りを⼊れる 

  him a call   彼に電話する 

  the door a push  扉を⼀押しする 

  the waitress an order ウエートレスに注⽂をする 

 
３ give＋動作名詞〈Ｓ＋Ｖ＋Ｏ〉 

4.  give  a jump   とびあがる 

  a cry   叫びをあげる 

  a cough  せきをする 

  a sigh   ため息をつく 

  a shrug   肩をすくめる 

  an answer  返事をする 

  another nod  もう⼀度うなずく 
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４ ⾃動詞〈Ｓ＋Ｖ〉 

5.   give generously to an orphanage  

 孤児院に気前よく寄付する 

6.   Her courage will never give.  

 彼女の勇気は決してくじけないだろう 

 
５ give を含むイディオム 

 

Exercise 1 
［   ］内に適語を⼊れなさい 

 a. give [     ] heat energy 
 熱エネルギーを放出する 

 b.   She finally gave [     ] to my views. 
 とうとう彼⼥は折れて私の意⾒に従った 

 c. Mary gave [     ] to a baby boy. 
 メアリーは男の⾚ちゃんを産んだ 

 d.   The increase in urban population gave [     ] to new problems. 
 都市の⼈⼝増加で新しい問題が⽣じた 

 e.   Central planning gave [     ] to free enterprise. 
 中央計画経済にかわって⾃由企業が台頭した 

 

Exercise 2 
次の英⽂を和訳しなさい 

 a. Give peace a chance. 

 b. The cushion gives comfortably. 
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Composition                                
 
基本英⽂講義（１） 
 
《 Pattern 1 S＋V＋M 》 

１．僕たちはその晩遅くまで話し合った。 

２．彼は遅れないように急いだ。 

 
《 Pattern 2 There＋be＋S 》 

３．君の作⽂には間違いは少なかった。 

４．そういうことは禁⽌する法律があるべきだ。 

 
《 Pattern 3 It＋V＋to do / 名詞節 》 

５．私の経験からすると、彼と議論したところで何の得にもならない。 

（pay を使って） 

６．何を着てもかまいませんよ。 

 
《 Pattern 4 S＋V＋C 》 

７．僕の第⼀の希望はパイロットになることです。 

８．この薬は苦い味がする 
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Vocabulary Builder 121 ~ 130  
 
121. the greenhouse (         )  
 温室効果 
 
122. appeal to one's (         ) 
 感情に訴える 
 
123. place (         ) on environmental issues 
 環境問題を強調する 
 
124. be out of (         )  
 失業している 
 
125. the destruction of the (         )  
 環境破壊 
 
126. Experiments are the (         ) of science. 
 実験は科学の根本である  
 
127. at a rough (         )  
 おおざっぱに見積もって 
 
128. a strong piece of (         )  
 強力な証拠 
 
129. You are no (         ).  
 君も例外ではない 
 
130. a struggle for (         )  
 生存競争 
 
 


