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第１章 可算名詞と不可算名詞の話
001 cake と a cake
002 ﬁsh の数え方

13

18
20

003 furniture の数え方

24

004 a mail それとも mail ？
005 have a word with ～

27

have words with ～？

006 数えられないものを無理に数える
007 a few と few

32

35

008 a と無冠詞の違い

37

第 2 章 定冠詞 the の話

39

009 in case of それとも in the case of ？
010 TV それとも the TV ？

49

012 ofﬁce それとも the ofﬁce ？

51

013 in process と in the process
015 the number of

45

47

011 the time それとも time ？

014 私の席 my seat

54

56
58

016 the other と others と the others
017 morning、afternoon、evening
018 He plays the guitar の the
019 a tiger それとも tigers ？

61
64

69
73

020 a banana それとも bananas ？
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もくじ

76

30

第 3 章 時間と現在形の話

78

021 現在形；なにしてる？

84

022 現在形；出てきません

88

023 come from と came from の違い

93

024 What are you thinking / thinking about?

第 4 章 状態と動作、過去と未来の話
025 意思・予定を表す表現（1）

102

026 意思・予定を表す表現（2）

106

027 意思・予定を表す表現（3）

109

028 意思・予定を表す表現（4）

111

029 推量を表す表現（1）

114

030 推量を表す表現（2）

118

031 推量を表す表現（3）

120

032 過去の表現 used to と would

第 5 章 ing と to の話

99

122

033 could それとも was able to ？
034 現在完了 の gone と been

96

125
128

131

035 It’s fun to do ～

137
It’s fun ～ ing ？
036 Nice to meet you
Nice meeting you ？
037 do shopping それとも do some shopping ？

第 6 章 これとそれの表現；人称代名詞と指示代名詞
038 It が表す時空間

139
142

144

150
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039 this Friday それとも next Friday ？
040 That’s it. と That’s that.
041 it と one の違い

153

155

158

042 you は「あなた」と限らない；総称の you

第 7 章 英語の頭の中の話

162

043 相づちの表現；Yes と No

165

044 比較を使った論理

168

045 動詞のタイプを理解する；改善する
046 結果重視の思想と動詞の意味

第 8 章 動作主体の英語の話

171

174

178

047 「ここはどこ？」と言うには？

185

048 ～がある；there is / are それとも have ？

第 9 章 他動詞の話

050 suffer と suffer from の違い

197

051 believe と believe in の違い

199

052 search for his house
それとも search his house ？

055 総論から各論のリズム

8

201

206

054 steal と rob の使い方の違い
056 ask to、want to

188

193

049 know the President
それとも know who is the President ？

053 call an ambulance

160

212
216

209

194

第 10 章 丁寧な依頼や忠告の話

218

057 依頼・許可を表す表現（1）

221

058 依頼・許可を表す表現（2）

223

059 依頼・許可を表す表現（3）

226

060 依頼・許可を表す表現（4）

228

061 依頼・許可を表す表現（5）Do you mind ？
062 要求を表す／尋ねる表現

234

063 義務と忠告、注意（1）

237

064 義務と忠告、注意（2）

242

065 義務と忠告、注意（3）

245

066 義務と忠告、注意（4）

248

第 11 章 丁寧な尋ね方と相づちの話
067 好みを尋ねる表現

251

252

068 相手の様子を尋ねる表現
069 理由を尋ねる表現

255

258

070 相手の職業を尋ねる表現
071 相づちの表現（1）

262

072 相づちの表現（2）

264

073 「すみません」

231

260

266

第 12 章 語句の使い分けの話
074 picnic それとも hiking ？

269
270

075 go to study in the library

go studying in the library ？
276
076 forget それとも leave ？

273
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077 get on the train それとも take the train ？

279

078 cut one’s hair それとも have one’s hair cut ？
079 like それとも love ？

282

285

080 keep standing それとも have to stand ？
081 play karate それとも practice karate ？

288
291

082 recover from a cold それとも get rid of a cold ？
083 appear それとも show up ？

296

084 わかる；know、understand、realize
085 show 案内する

298

300

086 win ﬁrst prize それとも win ﬁrst place ？
087 win と challenge

302

304

088 Let us と Let’s の違い

307

089 change my mind と change my mindset
090 out of order それとも broken ？
091 イルカが魚釣り？

309

311

314

092 fairly それとも rather ？
093 very が使えない

316

320

094 quíte interesting それとも quite ínteresting ？
095 also それとも too ？

324

326

096 I don’t really know.
それとも I really don’t know. ？
097 at last それとも after all ？

329
331

098 long それとも for a long time ？

335

099 two weeks later それとも in two weeks ？
100 often それとも frequently ？

340

101 undoubtedly それとも no doubt ？
102 to the best of my knowledge
それとも to my knowledge ？
103 recently それとも these days ？

10

294

343
346
348

338

104 after ﬁve years’ absence
それとも for the ﬁrst time in ﬁve years ？

351

105 during my absence それとも while I am out ？
106 clearly は文頭それとも文尾？

355

107 a lot of money それとも much money ？
108 cost a lot それとも cost very much ？
109 each と every の違いは？
110 some それとも any ？

360

367

112 「それはちょっと難しいです」

113 -ed 形容詞と -ing 形容詞
114 confusing と confused

378
382

384
389

391

115 「の」を英語で言うには
116 音楽で踊る

357

362

111 as long as それとも as far as ？

第 13 章 前置詞の話

353

392

395

117 by それとも with ？

397

118 be known by それとも be known to ？
119 「～から」はいつでも from ？

402

407

120 think about それとも think of ？

410

121 what you have done for me
それとも what you have done to me ？
122 arrive at それとも arrive in ？

416

123 at the end それとも in the end ？
124 at Oxford それとも in Oxford ？
125 throw the ball at ～
それとも throw the ball to ～？
126 by それとも till / until ？

412

420
423
425

428
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127 agree to それとも agree with ？

432

128 get on a taxi それとも get in a taxi ？
129 in front of the station
それとも opposite the station ？

435
438

130 remind 人 of ～ それとも remind 人 about ～？

442

131 be married to ～ それとも be married with ～？
132 drinking a glass of beer
それとも over a glass of beer ？

448

133 on the day それとも in the day ？
134 at dinner、at Christmas

450

452

135 made of と made from の違い

454

136 report of ？ report about ？ report on ？
137 on sale と for sale と in store

第 14 章 文法とその他の話

457

459

461

138 どこ？の表現（1）

462

139 どこ？の表現（2）

465

140 いろいろ使える what

467

141 What do you think?

469

142 even if それとも even though ？
143 Never それとも Don’t ？

473

476

144 I don’t think ～ それとも I think ～ not ？

479

145 turn off the radio それとも turn the radio off ？
146 get over it それとも get it over ？
147 not それとも no ？
索引
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491

446

489

486

481

