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*一見無駄な知識でも役に立つことがあります。生徒の知らないことを知っていることは強みになります。 
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○数字 

１ アラビア数字とローマ数字 

 （基本） 

  Ⅰ＝1 Ｖ＝5  Ｘ＝10  Ｌ＝50   Ｃ＝100  Ｄ＝500  Ｍ＝1.000 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ＝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 （応用） 

  ＸＸ＝20  ＬＸ＝60  ＸＸＸ＝30  ＬＸＸ＝70   ＣＩ＝101  ＸＬ＝40 

  ＸＣ＝90  ＭＣＭ＝1900 

２ 数字の読み方 

                            1,000 one thousand 

                                                       10,000  ten thousand 

                                                      100,000  one hundred thousand 

                                                    1,000,000  one million 

                                                1,000,000,000  one billion 

                                            1,000,000,000,000  one trillion 

                                        1,000,000,000,000,000  one quadrillion 

                                    1,000,000,000,000,000,000  one quintillion 

                                1,000,000,000,000,000,000,000  one sextillion 

   

○アメリカ英語とイギリス英語 

    《米》      《英》 

      elevator           lift 

      French fries       chips 

      subway           tube,  underground               地下鉄 

      underground      subway                          地下道 

      apartment        flat 

      cab              taxi       

      candy           sweet 

      check           bill                               請求書 

      drugstore        chemist’s                          薬局 

   fall             autumn 

      flashlight       torch                             懐中電灯 

      garbage         rubbish                          ごみ 

      mail            post                              郵便 

   sidewalk        pavement                        舗道 

      store            shop              店 

      vacation         holiday             休日 

      wrench          spanner                          工具 

   yard             garden                           庭 



 ○カタカナ英語 

   ケータイ    cellular phone/ cell phone / mobile phone 

      コンテンツ   contents    中身。 

   モノクロ    monochrome / black-and-white   白黒 

   カスタマイズ customize   好みの設定にする 

      コンセプト   concept    基本概念・思想 

      オリジナリティ  originality   独創性 

      マニアック  maniac 

      インタラクティブ  interactive   相互的な。 

      カリスマ   charisma   

      リリース   release  発売開始する。 

      アジャスト  adjust   調整する。 

   グラビア   gravure   

   シリアスな  serious  真剣な 

   インディーズ indies   小規模なプロダクション  independent から 

   ブレイク   break  突然人気が出る 

 

○和製英語（そのままでは通じない） 

   イメージダウン  damage one’s image 

      カロリーオフ   low in calorie 

   コストダウン   cost-cutting,  lower the cost 

      ノーカウント   didn’t count 

      ノーメーク    without makeup 

      ワンパターン   follow the same old pattern 

      ワンピース    dress 

     カメラマン    photographer 

      カンニング    cheating 

      スマート     slim, slender 

      ソフトクリーム    soft ice cream, ice cream cone 

      デッドボール   hit by a pitch 

   ハイウエイ    freeway, expressway, motorway 

      マスコミ     the mass media 

      マニア      fan, enthusiast, maniac 

      マンション    condominium, apartment house, flat 

      クラッシック   classical music 

      コンプレックス  inferiority complex 

      ピアス      pierced earrings 

      アクセル     accelerator 

      アットホーム   homelike 



   イメージダウン  change one’s image 

      X デー      D-day 

      エピソード    anecdote 

      ガソリンスタンド gas station, petrol station 

      ギャラ      performance fee 

      キャンペーンガール promotion girl 

      ゲームセンター    arcade 

      ゴールデンタイム prime time 

      コンセント    outlet 

      スポーツドリンク athletic drink 

      シャープペンシル mechanical pencil 

      ホッチキス        stapler 

      ガッツボーズ・イメージキャラクター・カルチャーセンター・シャッターチャンス・ 

   ドクターストップ・・・・・・・・・No English 

 

○擬声音・擬態語 

     ouch  痛い   yipe  ギャー     eek  キャーッ     boohoo  ワーン 

     ha-ha  アハハ   hee-hee   ヒヒヒ      giggle  クスクス 

     ahchoo  ハクション     hic,hic  ヒックヒック      gargle, gargle  ガラガラ 

     chatter  ペチャクチャ    mutter  ブツブツ      zzz  グーグー 

     fluster  あたふた    nag   がみがみ    wobble  くらくら    brrr  ブルブル 

     whew  ホッ   gobble  がつがつ    hum  ふーむ     pit-a-pat  ドキドキ 

     bowwow  ワンワン   yap  キャンキャン    whine  クンクン   grrr ガルルル     

meow  ニャオ    purr  ゴロゴロ    baa,baa  メーメー    moo,moo モーモー 

     cockadoodle-doo  ｺｹｺｯｺｰ    cluk,cluck  ｺｯｺｯ    peep,peep  ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ  neigh ﾋﾋｰﾝ 

     chirp  チュンチュン     buzz  ブンブン    boom  ブーン    caw  カー 

     splash  バシャン    bang  バタン    beep  ビー    squeal  キキー 

     ticktack  チクタク  ding-dong  ｶﾗｰﾝｶﾗｰﾝ   bong  ゴーン   crash  ガシャーン 

 

○略語 

  A.D=Anno Domini       西暦       B.C=before Christ    紀元前 

    A.M=ante meridium   午前     P.M=post meridium   午後 

P.S=postscript      追伸 

UFO=Unidentified Flying Object    未確認飛行物体 

VIP=Very Important Person    要人 

vs=versus            対 

ATM=Automatic Teller Machine    現金自動預け払い機 

UV=Ultraviolet         紫外線 

DVD=Digital Versatile Disk    デジタル式多用途ディスク 



AIDS=Acquired Immune Deficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群 

DNA=Deoxyribo Nucleic Acid  デオキシリボ核酸 

APEC=Asia-pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力会議 

ASEAN=Association of South East Asian Nations 東南アジア諸国連合 

EU=European Union     欧州連合 

NGO=Non-governmental Organization  非政府機関 

PKO=Peace Keeping Operations   国連平和維持活動 

UNESCO=United Nations Educational, Scientific, and cultural Organization  

国連教育科学文化機構 

UNICEF=United Nations International Children’s Emergency Fund 国連児童基金 

TPP=Trans-Pacific Partnership 環太平洋戦略的経済連携協定 

DOCOMO=Do communications over the mobile network  ドコモ（携帯電話） 

au=Acccess, Always, Amenitiy, Unique, Universal, User/ Access to u(you) 携帯電話 

NHK=Nihon Hoso Kyokai      日本放送協会 

JKB=Joshin Kanko Bus       上信観光バス 

  btw=by the way 

IMO=In My Opinion 

J/K=Just Kidding 

TBC=To be continued 

ASAP=As soon as possible 

OMG=Oh My God 

 

○病気時の一言 

 Please call an ambulance.   救急車 

 Is there a doctor who speaks Japanese around here?    日本語を話せる医者 

 I have a toothache/headache/stomachache/sore throat.   歯痛、頭痛、腹痛、喉痛 

 I have a runny nose.      鼻水 

 I’m feverish. / I have a fever.    熱 

 I feel dizzy./ chilly.         目まい、寒気 

 I have diarrhea.          下痢 

 I’ve been nauseous.        吐き気 

 I have no appetite.         食欲がない 

 I’m allergic to antibiotics.      アレルギー 

 I take this medicine every day.      

 How long will it take to get well? 

 

 

 

 



○ギリシャ神話、ローマ神話の神々 

カオス(chaos) 最初の神。原始混沌の神。 

ギガンテス(Gigantes) 巨人族。        Giant の語源 

タイタン(Titans) 巨大なもの。       cf. the Titanic 

ゼウス(Zeus) ギリシャ神話の主神。別名 Jupiter 

ヘラ(Hera) ゼウスの妻。別名 Juno     嫉妬深い 

ポセイドン(Poseidon)海の神。別名 Neptune 

ハデス(Hades) 冥界、地下、黄泉の神。別名 Pluto 

アプロディテ(Aphrodite)美と愛の神。別名 Venus 

アテナ(Athena)知恵、戦略、技芸の神。別名 Minerva   cf. Athens アテネ（首都） 

アポロ(Apollo)太陽、詩、音楽の神 

アルテミス(Artemis)狩りの神。別名 Diana 

ヘルメス(Hermes)商業の神。別名 Mercury 

エロス(Eros)恋の神。別名 Cupid 

*惑星の名前 

太陽(Sun) 水星(Mercury) 金星(Venus) 地球(Earth) 火星(Mars) 木星(Jupiter) 

土星(Saturn) 天王星(Uranus)  海王星(Neptune)  冥王星(Pluto) 

 

○環境問題キーワード 

ozone, ozone layer（オゾン層）, ozone hole, greenhouse effect（温室効果）, greenhouse gases, 

fossil fuels（化石燃料）, acid rain（酸性雨）, ultraviolet rays（紫外線）, deforestation（森林

破壊）, ecosystem（生態系）, dioxins（ダイオキシン）, global warming（地球温暖化）, garbage

（ゴミ）, tropical rain forest（熱帯雨林）, skin cancer（皮膚がん）, toxic waste（有害廃棄物） 

 

○天気キーワード 

clear（快晴）, fine, sunny, cloudy, rainy, heavy rain, snowy, foggy, windy, hot, warm, cool, cold, 

occasionally fine（時々晴れ）, fine, cloudy later（晴れのち曇り） 

 

○性格・特徴キーワード 

cheerful, warm-hearted, selfish（わがままな）, nasty（意地悪な）, polite, sincere（まじめな）, 

cooperative（協力的な）, nervous, egoistic（利己的な）, active, talkative（おしゃべりな）, frank, 

reserved（控え目な）, silent, sociable（社交的な）, open-hearted 

 

○感情表現キーワード 

surprised, frustrated, scared, satisfied, confused, embarrassed, excited, interested, relaxed, 

comfortable, sad, nervous（緊張した）, disappointed, bored, mad, anxious（不安な）, sympathetic

（同情した）, miserable（みじめな）, exhausted（へとへとになった）, indifferent（無関心） 

 

（参考：大修館、英語百科） 



英文法教授テクニック 

○５文型 

Ｓ+Ｖ      Ｖは自動詞 

Ｓ+Ｖ+Ｃ    Ｓ＝Ｃ   Ｃは形容詞 

Ｓ+Ｖ+Ｏ（を）   Ｖは他動詞 

Ｓ+Ｖ+Ｏ（人に）+Ｏ（物を） 

Ｓ+Ｖ+Ｏ+Ｃ  Ｏ＝Ｃ 

 

○文の種類 

単文（単純な文） ＳとＶの入った短文。文の長短は関係なし。 

重文（重なった文）２つの短文（単文）が and, but 等で繋がっている文。 

複文（複雑な文） 単文の形ではあるが、ＳとＶが複数ある。接続詞・疑問詞等の従属節がある。 

 

○従属節のある文の時制の一致 

I think that he is right.  → I thought that he was right. 

 親分     子分 

掟：「子分は親分には絶対服従。親分が過去になれば、子分も過去にしなければならない。 

  しかし、気持ち（意味）は変えてはならない。」 

  意味 

「彼は正しいと思う。」→○「彼は正しいと思った。」×「彼は正しかったと思った。」 

○ 

関係代名詞 what と接続詞 that の違い 

What he said was right.   「彼が言ったこと（内容）は正しい。」 

That he said was true.  「彼が言ったということ（事実）は本当です。」 

What は The thing(s) that と書きかえると thing という先行詞が含まれている。 

それに対して、この that には 「～ということ」いう意味が含まれている。 

 

○ややこしい熟語 

No less than  ＝no fewer than = as many(much) as   も 

No more than   = only    しか 

Not less than   = at least      少なくとも 

Not more than  = at most   多くとも、せいぜい 

 

○完了形 

現在完了「現在までの完了・結果・経験・継続」 

過去完了「過去のある時点までの完了・（結果）・経験・継続。必ず過去のある時点を示す語（句）

が存在する。」 

未来完了「未来のある時点までの完了・（結果）・経験・継続。必ず未来のある時点を示す語（句）

が存在する。」 



○間違いやすい語句 

That’s why   と That’s because  と  That’s how 

I had a toothache yesterday. That’s why I was absent from school. 

「昨日は歯が痛かった。そんなわけで学校をやすんだ。」  原因・現実 

I was absent from school. That’s because I had a toothache yesterday. 

「学校を休んだ。昨日歯が痛かったからです。」    現実・原因 

I’ve studied English every day. That’s how I passed the entrance examination. 

「毎日英語を勉強した。そんなふうにして入学試験に合格した。」方法・現実 

 

○仮定法（時制をずらす） 

仮定法現在（条件節）未来の仮定   「もし～なら、・・・でしょう。」 

If +S+現在形…., S+will(can,may)+原形 

仮定法過去     現在の仮定   「もし～なら・・・・でしょう。（でも～）」 

If +S+過去形…., S+would(could,might)+原形 

仮定法過去完了   過去の仮定 「もし～だったら、・・・だったでしょう。（でも～）」 

If +S+過去完了…., S+would(could,might)+have 過去分詞 

仮定法未来     未未来の仮定  「万一～、（仮に～）」万一＞仮に 

If+S+should(were to)+原形, Should+S+原形、Were+S+to 不定詞 

 ＊後ろの文には決まりはない。 

 

○後悔の念 

I should have studied hard. 

「一生懸命勉強すべきだったのに。（しなかった）。」 

I shouldn’t have eaten such a thing. 

「あんなもの食べるべきではなかったのに。（食べちゃった）。」 

 

○分詞構文 

 分詞（～ing）が接続詞と動詞の働きを兼ねて、文を最小限スリムにする。 

作り方 

１ 接続詞を省く 

２ 主語を省く（主語が同じ場合）＊主語が違う場合は残す。 

３ 動詞を現在分詞形(～ing)にする。分詞形を用いることにより分詞構文と呼ばれる。 

４ 現在完了・過去完了の文の場合は、Having+過去分詞とする。 

５ 否定語（not, never）が入っている場合は、否定語を文頭に置く。 

６ 受動態の文の場合は、Being+過去分詞とする。しかしスリム化の観点から Being は省略。 

７ 独立分詞構文は覚える。 

    Weather permitting, Generally(Strictly,Frankly, Roughly) speaking, Speaking of, 

    Taking all things into consideration, Judging from, According to……….. 

 



○関係代名詞の制限的用法（，なし）と非制限的用法（，あり） 

 He has two sons who became teachers, (制限的用法) 

  「医者になった息子は２人だが、他に子供がいるかもしれない。」 

He has two sons, who became teacher.（非制限的用法） 

 「息子は２人、２人とも医者になった。」 

There were few passengers that escaped unhurt.（制限的用法） 

 「無傷で逃げた乗客はほとんどいなかった。（ほぼ全員が怪我）」 

There were few passengers, who escaped unhurt.（非制限低用法） 

「乗客はほとんどいなかった、そして無傷で逃れた。（よかったね）」 

＊，の後の that は使用不可 

○時や条件等を表す副詞節での will 使用禁止 

 Let’s wait here until he comes back. （現在形が未来の代用） 

 Let’s start when he has finished it.  (現在完了が未来完了の代用) 

○接続詞 As の多様性 

「～する時」=when,  「～につれて」,「～するように」,「～であるが」=though,           「～

なので」=because,「～しながら」=while, 「～のとおり」….. 

○話法の変換（直接話法→間接話法）一般的に過去の場合 

１ 伝達動詞を変える。 said to→told(平叙文、命令文), asked（疑問文、依頼文） 

２ “  “以下を that(平叙文)、if or whether 疑問詞のない疑問文、疑問詞、 

to(命令文、依頼文)で繋げる。 

３  “  “内の人称を第３者の立場になって適当に変える。 

  ＊間接話法内に I, my, me, you,your が使われるのは稀である。 

４ “  “内の動詞を変化させる。現在形→過去形、現在完了→過去完了、 

過去完了→過去完了  

＊will は現在形と考え would 

 変える必要のないものもある。「真理・習慣」（現在形）「歴史上の事実」（過去） 

 「仮定法」（そのまま） 

５ 副詞等の変化（覚えるしかない） 

   this→that, today→that day   here→there   tomorrow→the next day 

      now→then   yesterday →the day before, the previous day , ago→before 

○強調 

 do, It is ～that, It is not until ～that, the very・・・, on the earth, in the world…. 

 

○It is 形容詞 of～to 構文 

 It is kind of you to say so. = You are kind to say so.  

人を直接に主語と置き換えられる性格、性質、能力等を表す形容詞。 

Absurd, bold, brave, careful, clever, cruel, foolish, good, honest, kind, nice, polite, 

Right, rude, stupid, wise, wrong……….. 

            


