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A 詳細項目 ページ

a[an] 限定詞 172-177

不可算の場合，複数形になったり 
a[an] が付いたりしない

137

単数・複数の上手な選択 157-159

able be able to 363-365, 333

about 基本前置詞 379-380

above 基本前置詞 380

abroad home, abroad は場所表現に使える 252

absolutely さまざまな程度表現 259

according according to 267, 409

account on account of ～ 631

across 基本前置詞 380-381

addition in addition to ～ 409-410

in addition 616

admit 情報の受け手を示す 657-658

advice
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

advise 再構成のテクニック 657, 659-660

afraid 前から専門・後ろから専門 240

after 基本前置詞 381

「～後」と after 394

時の上に位置づける，その他の表現 639

against 基本前置詞 382

ago 基本副詞 273

since は ago と一緒に使えない 571

agree 基本文型と動詞 84-85

情報の受け手を示す 658

all 限定詞 183-184

all と every 186

almost almost no 194

alive 前から専門・後ろから専門 240

alone 前から専門・後ろから専門 240

along 基本前置詞 382-383

already 基本副詞 273-274

「間近に起こった」と相性のいい
表現： just, already, yet

567

although 譲歩 634-635

always さまざまな頻度表現 262

among 基本前置詞 383

between と among 386

and 順行の接続 614-615

another other（ほか）の使い方 175

any any 181-183

not ～ any 187

単独で使える限定詞 199

not any 301

any と比較級のコンビネーション 301

「not … any」は語順に注意！ 321

apologize 基本文型と動詞 84-85

apart apart from ～ 409

appear 判断をあらわす動詞 76

説明型の to 不定詞 462

aproach 基本文型と動詞 84

around 
(round)

基本前置詞 383-384

arrive 基本文型と動詞 83

as 多様な接続詞 as 640-643

as-as 283-294

as … as ～ can / as … as 
possible

292

as … as can be / as good as it 
gets

292

as … as any 292-293

as … as ever 293

not so much … as ～ 293

not so much as … 293

as good as … 293-294

as for ～ 409

as to ～ 409

as of[from] 409

as long as ～ 626

inasmuch as 630

ask 基本動詞 126

基本文型と動詞 83-84

再構成のテクニック 658-659

asleep 前から専門・後ろから専門 240

assure 情報の受け手を示す 658

at 基本前置詞 384-385, 400 

前置詞とは 368

前置詞の選択 376-377

受動文の前置詞はイメージどおり 485

awake 前から専門・後ろから専門 240

B 詳細項目 ページ

baggage
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

136

barely さまざまな程度表現 260

be to be 効果 463

be to の描く未来 588-589

省略 650

be going to
will や be going to が加えられ
る場合

552

be going to（＋動詞原形）の描
く未来

582-584

be going to と be -ing 585

be動詞 動詞の基礎知識（２種類の動詞） 56-61

説明型（be動詞） 71-73

be動詞は後ろの名詞と一致する 109

be動詞以外の説明型で用いる過
去分詞

492-493

基本疑問文 514-515

「行ったことがある」の be動詞 568-569

省略 650

because 理由（原因） 628-629

because of ～ 630

before 基本前置詞 385-386

時の上に位置づける，その他の表現 639

behalf on behalf of ～ 411

behind 基本前置詞 386

be ＋ -ing
（進行形） 進行形（be ＋ -ing） 558-564

「向こうからやってくる」感覚と
進行形

123-124

「be ＋ -ing」はいつも「～して
いる」ではない

447

to be 効果 463

現在形と現在進行形のニュアンス① 548

現在完了進行形（have been 
-ing）

579

未来完了進行形 580

進行形が描く未来 585

will ＋進行形（will be -ing）を
使った未来

587-588

believe 基本動詞 127

below under 類 405

beneath under 類 405

besides そのほかの前置詞類 409-410

between 基本前置詞 386

beyond 基本前置詞 387

bit a (little) bit 260

both 限定詞 188

意識の動かし方 190

単独で使える限定詞 199

bottle 数え方は臨機応変に 141

bowl a bowl of 140

break break down 373

bring 基本動詞 113

but 逆行の接続 617-619

そのほかの前置詞類 410

but for ～ 599

by 基本前置詞 387-389

by way of ～ 410

by means of ～ 410

by が行為者をあらわす理由 481

受動文の前置詞はイメージどおり 484-485

by the time 639

C 詳細項目 ページ

can 主要助動詞の意味④ CAN 346-349, 333

will/can you … ? 105-106

cannot … too ～ 349

cannot … enough 349

cannot help -ing 349

cannot but ～ 349

Shall I ～ ?・Shall we ～ ? 351

be able to 363-365

控えめな過去の助動詞 556-557

can（缶） 数え方は臨機応変に 141

case case, situation など 430

in case ～ 627

carry 基本動詞 114

certain 前から専門・後ろから専門 240

certain のもつ２つの意味 241

certainly さまざまな確信の度合い 265

chief 前から専門・後ろから専門 240

circumstance case, situation など 430

clothing
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

come 基本動詞 112-113

go/come ＋ -ing 446

come/get ＋ to 不定詞 460

compel to 不定詞を説明語句に 94

complain 基本文型と動詞 84-85

情報の受け手を示す 658

condition on condition that ～ 626

confess 再構成はお気軽に（２） 659

contrary on the contrary 636

contrast in/by contrast 636

could would/could you (please) … ? 105-106

主要助動詞の意味④ CAN 346

… could you? 520

控えめな過去の助動詞 556-557

could, might 596

could have, might have 597

couple a couple of 194

cup a cup[three cups] of 140

curiously
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

D 詳細項目 ページ

dare その他の助動詞（need と dare） 357-358

day wh語なしで修飾のできる表現 432

de�nitely さまざまな確信の度合い 265

despite despite[in spite of] the fact that 635

6索 引
付 録
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disappoint 感情をあらわす動詞 245

discuss 基本文型と動詞 83

do 通常の命令文より強いインパクト 106

疑問文・否定文ではなぜ do を補
うのか？

514

代用 647

down 基本副詞 277-279

drive 基本動詞 114

due due to ～ 630-631

during 基本前置詞 389

E 詳細項目 ページ

each 限定詞 186

単独で使える限定詞 199

either 限定詞 188-189

意識の動かし方 190

encourage 再構成はお気軽に（２） 660

enough enough と to 不定詞 469

enter 基本文型と動詞 83-84

evidence
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

even 基本副詞 276

even if の心理 624

even though 634

ever 基本副詞 274-275

通常の命令文より強いインパクト 106-107

hardly ever 263

比較級と ever 304

最上級と ever 313

「経験」と相性のいい表現：ever, 
never

568

every 限定詞 184-186

everywhere wh語なしで修飾のできる表現 432

example for example 616

except そのほかの前置詞類 410

except for ～ 410

excuse Excuse me[Sorry], but … 618

explain 情報の受け手を示す 658

F 詳細項目 ページ

fairly さまざまな程度表現 260

fall 基本動詞 115

feel 知覚印象をあらわす動詞 75

知覚をあらわす動詞と共に 88

そのほかの知覚をあらわす動詞 124

few 数量表現 192-193

a few 138

quite a few 194

very few 194

�nd �nd out 373

�rst 「１つ」を意味に含む語句 164

food
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

136

for 基本前置詞 389-392

授与をあらわす，もう１つの形 78-79

it ＋ to 不定詞／節 213

for と during 389

意味上の主語 456

受動文の前置詞はイメージどおり 485

「継続」と相性のいい表現：期間
の for ・起点の since

570

But for ～ 599

for fear that ～ 627

その他の「理由」をあらわす接続詞 629

force to 不定詞を説明語句に 94

former 前から専門・後ろから専門 240

fortunately
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

frankly frankly speaking 267

frequently さまざまな頻度表現 263

from 基本前置詞 392-393

front in front of ～ 385-386, 410

fruit
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

136

furniture
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

136

furthermore 順行をあらわすほかの表現 616

G 詳細項目 ページ

gallon a gallon[liter] of 140

get 基本動詞 118-119

変化をあらわす動詞 75

もう１つの「させる」 92

「～させる」の差 92-93

come/get ＋ to 不定詞 460

be動詞以外の説明型で用いる過
去分詞

492-493

give 基本動詞 119

given (that) ～ 626

glass a glass[two glasses] of 140

その他の注意すべき名詞 143

go 基本動詞 111-112

基本動詞のイメージ 65

変化をあらわす動詞 75

基本文型と動詞 82

go にするか come にするか 112-113

go/come ＋ -ing 446

H 詳細項目 ページ

hand on the other hand 637

happen 説明型の to 不定詞 462

happily
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

hardly さまざまな程度表現 260

hardly any 194

hardly ever 263

hardly/scarcely … when ～ 639

have 基本動詞 120-121

make，have，let と共に 90, 92-93

I cut my hair. と I had my hair 
cut.

91

had better 365, 333

had best ＋動詞原形 365

「Having ＋過去分詞 …」 452

have to have to 360-362, 332

must は過去形がない：今ここに
ある圧力

338

have got to 362

助動詞はなぜ重ねて使うことがで
きないのか

365

he 代名詞の基本 202-203

hear 基本動詞 123-124

知覚をあらわす動詞と共に 88

コミュニケーション動詞のクセ 102

hence 順行をあらわすほかの表現 616

her 代名詞の基本 202-207

here 基本副詞 276

hers 代名詞の基本 202, 207-208

herself 代名詞の基本 202, 208

比較級 比較級表現：「より～」 299-309

比較級 and 比較級 304-305

the 比較級～ , the 比較級～ 305

all the 比較級 305

the 比較級 305-306

比較級＋ any other ～ 306

none ＋ the 比較級 309

him 代名詞の基本 202, 207

himself 代名詞の基本 202, 208

his 代名詞の基本
202, 23-206, 

207-208

home home, abroad は場所表現に使える 252

how how/why should … ? 354

wh疑問文 523

感嘆文 541-542

however 逆行をあらわすほかの表現 619

I 詳細項目 ページ

I 代名詞の基本 202-203

I am … の付加疑問文 519

if
仮定法の作り方②：if を用いた仮
定法文

595-599

条件 622-625

whether/if 節・wh節での展開 98-99

条件節での if 183

二択の if は主語の位置に使えない 500

if が使われない理由 540

if 節 551

if only ～ 594

as if ～ 594

If it were not for ～ 599

(if and) only if ～ 625

if 節の省略 651

再構成のテクニック 658

imagine 仮定法が伴うフレーズ 594

in 基本前置詞 393-394, 401

最上級に伴う「中で」を示す前置詞 311-312

前置詞の選択 376-378

受動文の前置詞はイメージどおり 485

inform 情報の受け手を示す 658

information
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

-ing 動詞 -ing 形 443-452

-ing 形 63-64

目的語は名詞の位置・目的語のキ
モチ

67

説明語句の自由 73

目的語説明文（基礎） 87

原形動詞による説明と -ing 形に
よる説明

89

動詞 -ing 形で修飾 242-243

-ing 形 vs 過去分詞形（感情をあ
らわす）

244-245

動詞 -ing 形・過去分詞形による
修飾

253

to 不定詞 /-ing，動詞との相性 457-459

inquire 再構成のテクニック 658

instance for instance 616

instead instead of ～ 410

into 基本前置詞 395

it it 209-216

代名詞の基本 202-203, 207

強調構文と「 it ＋節」の見分け方 216

one と it 219

「 it ＋ to 不定詞」のコンビネー
ション

471-472

it is said that … 490

無敵の付加疑問 innit? 521

its 代名詞の基本 202, 203-206

itself 代名詞の基本 202, 208

J 詳細項目 ページ

jewelry
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137
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just 基本副詞 275-276

just between you and me 
(=ourselves)

267

「間近に起こった」と相性のいい
表現： just, already, yet

567

K 詳細項目 ページ

過去分詞（形）過去分詞形 475-496

過去分詞形 64

説明語句の自由 73

目的語説明文（基礎） 87

過去分詞形で修飾 243-244

-ing 形 vs 過去分詞形（感情をあ
らわす）

244-245

動詞 -ing 形・過去分詞形による
修飾

253

「Having ＋過去分詞 …」 452

現在完了形（have ＋過去分詞） 565-574

過去完了形（had ＋過去分詞） 575-577

助動詞＋完了形（have ＋過去分詞） 577-578

完了形 現在完了形（have ＋過去分詞）
／完了形バリエーション

565-580

to ＋完了形 473-474

現在完了形が用いられる場合 552

時制の一致と現在完了 601

keep
ある状態に留まることをあらわす
動詞

75

know 基本動詞 126-127

know better 309

knowledge to the best of my knowledge 267

L 詳細項目 ページ

late 前から専門・後ろから専門 240

lay 基本文型と動詞 81

leave 基本動詞 114-115

less 比較級を用いたフレーズ 307

no less … than ～ 308

no less than ～ 308

lest lest ～ (should) 627

let 基本動詞 121

make，have，let と共に 91-93

let's 禁止の命令・勧誘 104-105

Shall I ～ ?・Shall we ～ ? 352

Let's ～ , shall we? 352

lie 基本文型と動詞 81

like 「～のような」の like 643

listen 基本動詞 123

知覚をあらわす動詞と共に 88

little 数量表現 192-193

a little 138

a little/a (little) bit 260

look 基本動詞 121

前置詞とのコンビネーション 70

知覚印象をあらわす動詞 75

基本文型と動詞 82

look for 373

lot a lot of 191

a lot of と lots of 138

quite a lot of 194

luggage
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

136

luckily
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

-ly -ly 副詞 255

配置のことば英語と -ly の省略 256

M 詳細項目 ページ

machienery
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

make 基本動詞 120

make，have，let と共に 90, 92-93

make のとる形 488

main 前から専門・後ろから専門 240

many 数量表現 191

可算名詞・不可算名詞の特徴 138

too many 194

単数で使える限定詞 200

marry 基本文型と動詞 83-84

may 主要助動詞の意味② MAY 339-342, 333

may ～ but … 341, 635

may/might well ～ 341-342

may/might as well ～ 342

will の予測・may の推量 344

may の許可・can の許可 347

控えめな過去の助動詞 556-557

maybe さまざまな確信の度合い 265

助動詞・意味の連関 333

me 代名詞の基本 202, 207

mention 基本文型と動詞 83-84

mere 前から専門・後ろから専門 240

might 主要助動詞の意味② MAY 339

控えめな過去の助動詞 556-557

could, might 596

could have, might have 597

mine 代名詞の基本 202, 207-208

money
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

more
なぜ more, most が比較級・最
上級に使われるのか

298

many more, much more 302

more … than ～ 306

no more … than 307

no more than ～ 308

more or less 309

not ～ any more (=no more) 309

moreover 順行をあらわすほかの表現 616

most 単数で使える限定詞 200

なぜ more, most が比較級・最
上級に使われるのか

298

最上級 most が「とても」の意
味で使われる

311

much 数量表現 191-192

可算名詞・不可算名詞の特徴 138

too much 194

単独で使える限定詞 199

must 主要助動詞の意味① MUST 336-338, 332

禁止の命令・勧誘 104

may の禁止・must の禁止 340

助動詞の自由 347

must-should ライン 356-357

have to 360-362

must の禁止・not have to の「必
要がない」

362

my 代名詞の基本 202, 203-206

myself 代名詞の基本 202, 208

N 詳細項目 ページ

naturally
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

need その他の助動詞（need と dare） 357-358

neither 限定詞 189

意識の動かし方 190

単数で使える限定詞 200

So …（…もそうだよ）／
Neither …（…もそうじゃない）

537

never 通常の命令文より強いインパクト 106-107

さまざまな頻度表現 263

never to 466

「経験」と相性のいい表現：ever, 
never

568

nevertheless 譲歩をあらわすその他の表現 635

news
可算・不可算の判断を間違えやす
い名詞

137

next カレンダー関連の言い回し 250-251

no 限定詞 187-188

nobody no 187

none 単独で使える限定詞 199

nonetheless 譲歩をあらわすその他の表現 635

no one no 187

not 否定 315-328

not ＋ as … as ～ 285

not ＋ so-as 285

not … without ～ 328

not … until ～ 328

not only A but (also) B 328

not A but B 328

cannot … too ～ , cannot help 
-ing, cannot but ～

328

notify 情報の受け手を示す 658

now 基本副詞 272

now that 640

nowhere no 187

number a number of 195

O 詳細項目 ページ

obviously
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

occasionally さまざまな頻度表現 263

oddly oddly (enough) 267

of 基本前置詞 396-397

「X of ～」 200

所有格の意識 205

off 基本副詞 280

often さまざまな頻度表現 263

old 前から専門・後ろから専門 240

on 基本前置詞 397-401

英語表現の歩き方 40-41

最上級に伴う「中で」を示す前置詞 311-312

前置詞の選択  376-378

ざっくばらんな about cats とカ
タい on cats

379

on top of that 616

once 時の上に位置づける，その他の表現 639

one 
前に出てきた単語の代わりをする 
one

218-219

単数で使える限定詞 200

人々一般をあらわす代名詞 217-218

代用 647

only 「１つ」を意味に含む語句 164

前から専門・後ろから専門 240

only to 466

音節 音節 63

opposite そのほかの前置詞類 411

or 選択の接続 620-621

order to 不定詞を説明語句に 94

in order to 465

in order that 632

other the other 175

the others 175

others 175

otherwise 条件をあらわすその他の表現 627

ought 助動詞・意味の連関 332

ought to 354

used to/ought to 604
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our 代名詞の基本 202, 203-206

ours 代名詞の基本 202, 207-208

ourselves 代名詞の基本 202, 208

out 基本副詞 279-280

over 基本前置詞 401-402

owe owing to ～ 630-631

own 「所有格＋ own」 203−204

P 詳細項目 ページ

pass 基本動詞 116

people
集団をあらわすその他の注意すべ
き単語

155

人々一般をあらわす代名詞 217

per 週に一度 264

perhaps さまざまな確信の度合い 265

personally
「発言頻度」をあらわすそのほか
の表現

267

persuade 情報の受け手を示す 658

pick pick on 373

piece a piece of 140-141

please 依頼をあらわす文 105

感情をあらわす動詞 245

plenty plenty of 191

police
集団をあらわすその他の注意すべ
き単語

155

possibly さまざまな確信の度合い 265

pound a pound of 140

present 前から専門・後ろから専門 240

pretty さまざまな程度表現 260

probably さまざまな確信の度合い 265

promise 情報の受け手を示す 657

propose 再構成のテクニック 659

prove 判断をあらわす動詞 76

説明型の to 不定詞 462

provide provided/providing (that) ～ 625-626

put 基本動詞 117-118

put on 373-374

put off 373

put down 373

Q 詳細項目 ページ

quite さまざまな程度表現 259-260

R 詳細項目 ページ

raise 基本文型と動詞 81

rarely さまざまな頻度表現 263

rather 基本副詞 271-272

さまざまな程度表現 260

would rather 300

reach 基本文型と動詞 83

really さまざまな程度表現 259

reason 「理由」の why 431

wh語なしで修飾のできる表現 432

recommend 再構成のテクニック 659

remain
ある状態に留まることをあらわす
動詞

75

remind 情報の受け手を示す 658

resemble 基本文型と動詞 84

rise 基本動詞 115

基本文型と動詞 81

room その他の注意すべき名詞 143

run 基本動詞 113

基本文型と動詞 81

run into 373

S 詳細項目 ページ

最上級 最上級表現：「最も～」 310-313

最上級を譲歩で使う 313

all (the) 最上級 313

sake for the sake of ～ 633

for God's sake 633

same all the same 634-635

satisfy 感情をあらわす動詞 245

say 基本動詞 125

コミュニケーション動詞のクセ 102

２とおりのレポート（直接話法と
間接話法）

654-656

see 基本動詞 122

基本文型と動詞 82

知覚をあらわす動詞と共に 88

seem 判断をあらわす動詞 76

説明型の to 不定詞 462

it seems that ～の形 462

seldom さまざまな頻度表現 263

-self -self 形の使い方 208

sense in a sense (way) 267

seriously
「発言態度」をあらわすそのほか
の表現

267

set 基本動詞 118

節 節 497-506

節と句 53

レポート文基礎：that 節 95-98

it ＋ to 不定詞／節 212-214

強調構文と「 it ＋節」の見分け方 216

願望・要求・提案などをあらわす節 545-546

several some と several 179

shall 主要助動詞の意味⑤ SHALL 350-352, 332

… shall we? 520

she 代名詞の基本 202-203

sheet a sheet of 140

should 主要助動詞の意味⑥ SHOULD 353-359, 332

Should ＋倒置 540

should の使用 546

show show up 373

since 時間への位置づけ 638

「継続」と相性のいい表現：期間
の for・起点の since

570

since は ago と一緒に使えない 571

sit 基本文型と動詞 82

situation case, situation など 430

slice a slice of 140

smell そのほかの知覚をあらわす動詞 124

so 基本副詞 269-270

さまざまな程度表現 259

so で受ける 327

so as to 465

So …（…もそうだよ）／
Neither …（…もそうじゃない）

537

順行の接続 615

so (that) … 632

some 限定詞 178-181

単独で使える限定詞 198−199

sometimes さまざまな頻度表現 263

soon no sooner … than ～ 537

as soon as ～ 639

no sooner A than B 639

sound 知覚印象をあらわす動詞 75

speak 基本動詞 124

spite despite[in spite of] the fact that 635

spoonful a spoonful of 140

スポーツ 「スポーツをする」のいろいろ 68

staff
集団をあらわすその他の注意すべ
き単語

155

stand 基本文型と動詞 82

stand up 373

stay
ある状態に留まることをあらわす
動詞

75

still 譲歩をあらわすその他の表現 634

strangely
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

strictly
「発言頻度」をあらわすそのほか
の表現

267

stupidly
「話し手の評価」をあらわすその
他の表現

267

such 基本副詞 270-271

such that 632

in such a way that/in such a 
way (as to) ～

633

suggest 再構成のテクニック 659

suppose
be supposed to（ということに
なっている）

490

Suppose ～ 594

suppose/supposing ～ 626

surely さまざまな確信の度合い 265

surprise 感情をあらわす動詞 245

T 詳細項目 ページ

take 基本動詞 116-117

talk 基本動詞 125

taste そのほかの知覚をあらわす動詞 124

tell 基本動詞 125-126

基本文型と動詞 83-84

コミュニケーション動詞のクセ 102

情報の受け手を示す 657-658

再構成はお気軽に（２） 659-660

than taller than me 203

other than ～ 300

rather than ～ 300

thank thanks to ～ 631

that 指示の this, that 196-198

that を使うケース 425-428

単独で使える限定詞 199

it の意識 210

it ～ that …の強調構文 214-216

「wh語を使わない」「that を使う」
は不可

437

タダの節 499-500

主語を尋ねる場合には that を使
えない

531

that is 617

in that 630

that 節 レポート文基礎：that 節 95-98

the 限定詞 162-172

「 the ＋形容詞（～の人々）」は複
数扱い

156

a reason, the reason, the 
reasons, reasons

174

全体をあらわす表現 177

固有名詞の作り方：the のあるなし 221-226

最上級には the 310-311

their 代名詞の基本 202, 203-206

theirs 代名詞の基本 202, 207-208

them 代名詞の基本 202, 207

themselves 代名詞の基本 202, 208

then 基本副詞 272-273

there 基本副詞 276

therefore 順行をあらわすほかの表現 616

these 指示の this, that 196-198

they 代名詞の基本 202-203

人々一般をあらわす代名詞 217

think 基本動詞 127

this 指示の this, that 196-198

単独で使える限定詞 199
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カレンダー関連の言い回し 250-251

those 指示の this, that 196-198

though 譲歩 634

through 基本前置詞 404

till 時の上に位置づける，その他の表現 639

time その他の注意すべき名詞 143-144

wh語なしで修飾のできる表現 432

It's (high) time ～ 594

tire 感情をあらわす動詞 245

to（前置詞） 基本前置詞 402-403

授与をあらわす，もう１つの形 78-79

to one's 感情（～したことには） 268

for と to 390

受動文の前置詞はイメージどおり 485

to 不定詞（to 
＋動詞原形） to 不定詞 453-474

目的語は名詞の位置・目的語のキ
モチ

67

説明語句の自由 73

もう１つの「させる」 92

to 不定詞を説明語句に 93-94

whether to ～ 99

it ＋ to 不定詞／節 212-214

to を使った表現 268

「目的語＋ to」 434

前置詞の目的語に to 不定詞は不可 446

to 不定詞と受動文のコンビネー
ション

488-490

be to の描く未来 588-589

to 不定詞の使用 632-633

省略 651

too 基本副詞 271

「～も」の言い回し 189

さまざまな程度表現 259

too ～ to …（～すぎて…できな
い）

472-473

toward(s) 基本前置詞 403-404

turn 基本動詞 116

変化をあらわす動詞 75

turn out 76, 462

U 詳細項目 ページ

under 基本前置詞 405

underneath under 類 405

unfortunately fortunately[unfortunately] 267

unless 条件をあらわすその他の表現 625

until 「期限」の by と「継続」の until 388

時の上に位置づける，その他の表現 639

up 基本副詞 277-279

us 代名詞の基本 202, 207

use used to 332

would と used to 366

used to/ought to 604

usually さまざまな頻度表現 262-263

V 詳細項目 ページ

very さまざまな程度表現 259

view from one's point of view 267

visit 基本文型と動詞 84

W 詳細項目 ページ

walk 基本文型と動詞 81

want 基本動詞 128

この形で want は使えない 489

warn 再構成のテクニック 657

watch 基本動詞 122-123

知覚をあらわす動詞と共に 88

way the way (that) to ～ 100

wh語なしで修飾のできる表現 432

we 代名詞の基本／主格の使い方 202-203

人々一般をあらわす代名詞 217

well 基本副詞 277

were 仮定法に使われる were 592

what what we call[what is called] ～ 506

what we (may/might) call ～ 506

what is worse 506

what is more 506

what with … and … 506

wh疑問文 523

感嘆文 541-542

wh語 wh語 415-438

wh語 ＋ to 100

wh語 ＋ to 不定詞 469-470

wh語 ＋ ever 505-506, 635

no matter ＋ wh語 506, 635

「大きな」 wh語 528-529

wh語を使った聞き返し 532

when 「時間」の when 430-431

wh疑問文 523

時間への位置づけ 637

where 「場所」の where 429-430

wh疑問文 523

whereas コントラスト 636

whether 二択の whether 節 500

whether/if 節・wh節での展開 98-100

再構成のテクニック 658

which モノ指定の which 421-423

which を使って場所を示す 430

wh疑問文 523

Which … , A or B? 526

while 時間への位置づけ 638, 636

who 人指定の who 416-420

Who is it? 211

wh疑問文 523

whom whom という wh語 420

whom の使用 527

whose 「whose ＋名詞」の形 418-419, 422

wh疑問文 523

wh節 wh節 500-501

whether/if 節・wh節での展開 98-100

wh節の２つの解釈 503-504

再構成のテクニック 658

why 「理由」の why 431

how/why should … ? 354

wh疑問文 523

will 主要助動詞の意味③ WILL 343-345, 332

will/can you … ? 105-106

will や be going to が加えられ
る場合

552

控えめな過去の助動詞 556-557

will の描く未来 581-582

will と be going to 584

will ＋進行形（will be -ing）を
使った未来

587-588

wish wish の意味 592

with 基本前置詞 406-408

with regard to ～ 411

with respect to ～ 411

受動文の前置詞はイメージどおり 485

within 基本前置詞 408

without 基本前置詞 408

won't 主要助動詞の意味③ WILL 343

won't you … ? 106, 520

work その他の注意すべき名詞 143

worry 感情をあらわす動詞 245

would would/could you (please) … ? 105-106

would you mind ～ ing? 106

want と would like to 128

助動詞・意味の連関 332

主要助動詞の意味③ WILL 343-344

would と used to 366

would you? 520

控えめな過去の助動詞 556-557

would have という形 597

Y 詳細項目 ページ

year 5-year-old daughter 236

wh語なしで修飾のできる表現 432

yes yes/no が日本語と逆転 326

yet 基本副詞 274

「間近に起こった」と相性のいい
表現： just, already, yet

567

逆行をあらわすほかの表現 619-620

you 代名詞の基本 202-203, 207

通常の命令文より強いインパクト 106

人々一般をあらわす代名詞 217

your 代名詞の基本 202, 203-206

yours 代名詞の基本 202, 207-208

yourself 代名詞の基本 202, 208

yourselves 代名詞の基本 202, 208

その他 詳細項目 ページ

コロン（：） 順行をあらわすほかの表現 616

【注】
★太字（Bold）のページ数は，索引語句（a[an] や
able など）が，詳細に（メインとして）解説されて
いるページです。

★「詳細項目」の列には，検索対象の語（句）につい
て「どの用法が説明されているのか」を示す情報を記
載しました。表記は，主に以下の２つのルールにもと
づいています。

① 検索対象の語（句）が単独で扱われている場合 
→ 当該ページを含む CHAPTER，SECTION，コ
ラム等のタイトルを記載

② 検索対象の語（句）を含んだ熟語や慣用表現などが
扱われている場合 → その表現自体を記載


