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◆ 1 助動詞

■用例　Level 0
※ Level 0は「文法」で学ぶ基本中の基本の単語です。ここに掲載する例文は，ほとんどが，

Level 0と Level 1の単語で構成されています。Level 1の単語と合せて学習してください。

◆ 1 助動詞
○ 1 will 

I will go to a pizza shop. Can you come?
	 （ピザの店に行くけど，来られる？）

There will be a test on Tuesday morning.
	 （火曜日の朝，テストがあります）

○ 2 be going to 

It’s going to rain this afternoon.
	 （午後は雨が降りそうだ）

I’m going to go swimming tomorrow.
	 （明日水泳にいくつもり［予定］だ）

○ 3 shall 

Shall we go for lunch now?
	 （さて，昼食に行きませんか）

Shall I go with you to the station?
	 （駅まで一緒に行きましょうか）

○ 4 can 

She can speak Chinese.
	 （彼女は中国語を話すことができる）

Can I have some water?
	 （水をいただけますか）

Can you speak more slowly, please?
	 （もっとゆっくり話してくれますか）

It can be cold here in April.
	 （ここは4月でも寒くなることがある）

○ 5 be able to 

I was able to get a ticket for the concert.
	 （コンサートのチケットを手に入れることができた）

I will be able to go to Australia next year.
	 （来年，私はオーストラリアに行くことができるでしょう）

○ 6 may 

I may be late for the meeting.
	 （会議に遅れるかもしれない）

May I ask you a question? — Sure.
	 （質問してもいいですか。―	どうぞ）

○7 must 

I must go home early today.
	 （今日は早く家に帰らなければなりません）

Do you know the boy with Sara?
 — he must be her new boyfriend.

	 （サラといっしょにいる男の知ってる？―彼は彼女の新しいボーイフレンドにちがいないね）

You must not walk dogs in this park.
	 （この公園で犬の散歩をしてはいけません）

○ 8 have to 

Do you want to watch TV?
 — No. I have to do my homework now.

	 （テレビを見ない？―	いいえ。今は宿題をしなければならない）

○ 9 could 

I couldn’t sleep well last night.
	 （昨夜はよく眠れなかった）

Could you tell me the wayto the station, please?
	 （駅への道を教えていただけませんか）

Could I speak to  Mr. Johnson, please?
	 （ジョンソンさんとお話できますか［お話したいのですが］）

○ 10 might 

He might not come to the party.
	 （彼はパーティに来ないかもしれない）

I might have made a mistake.
	 （私は間違ったかもしれない）

○ 11 would 

Would you show it to me, please?
	 （それを私に見せていただけませんか）

When I was a child, I would play in the park all day.
	 （子どものときは，公園で一日中遊んでいたものだ）
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◆ 3 基本接続詞■ 用例　Level 0

○ 12 should 

You should see a doctor  as soon as possible.
	 （あなたは，できるだけ早く医者に行くべき［行ったほうがいい］ですよ）

He should be back soon.
	 （彼はすぐ戻るはずです）

○ 13 ought to 

We ought to call the police.
	 （警察を呼ぶべきだよ［呼んだほうがいいよ］）

○ 14 had better

I think we’d better start soon.
	 （すぐ始めたほうが［出発したほうが］いいと思いますよ）

◆ 2 疑問詞・関係詞
○ 15 what 

What are you cooking fordinner?
	 （夕食に何を料理しているの？）

What do you want for breakfast?
	 （朝食には何がほしいですか）

I couldn’t hear what the teacher said.
	 （先生が言ったことが聞こえなかった）

○ 16 who 

Who gets up the earliest in your house?
	 （あなたの家では，だれが一番早起きですか）

I have a friend whose father is a TV star.
	 （お父さんがテレビスターの友たちがいます）

Jessica has a friend who lives in a house with a large garden.
	 （ジェシカは大きな庭のある家に住んでいる友だちがいる）

○ 17 which 

Which is your coat? — This one.
	 （どれがあなたのコートですか？―これです）

Which bus should I take to the airport?
	 （空港へはどのバスに乗ればいいですか）

This is the watch which my father bought for me.
	 （これは父が私に買ってくれた時計です）

○ 18 when 

When is your English test?
	 （あなたの英語のテストはいつですか）

When is Jack going to see the movie?
	 （ジャックはいつ映画を見に行く予定ですか）

○ 19 where 

Where are you going?
	 （どこへ行くの？）

Where do you want to go today?
	 （今日は，どこへ行きたい？	）

○ 20 why 

Why you didn’t take a walk this morning?
	 （あなたは今朝，なぜ散歩をしなかったのですか）

○ 21 how 

How do you go to school? — By bus.
	 （学校へはどうやって［何で］行きますか。―	バスです）

How much is this shirt?
	 （このシャツはいくらですか）

How many students are there in your school?
	 （あなたの学校に生徒は何人いますか）

○ 22 that 

This is the book that I told you about yesterday.
	 （これが昨日あなたにお話しした本です）

◆ 3 基本接続詞
○ 23 and 

My father and I go fishing on Sundays.
	 （父と私は毎日曜日に釣りにいきます）

Come here and help me, please. — Sure.
	 （ここに来て手伝ってもらえますか。―	いいですよ）

○ 24 but 

I like cats very much, but my sister doesn’t.
	 （私はネコがとても好きですが，私の姉［妹］は好きではありません）

I can go any day but Monday.
	 （月曜日以外はいつでも行けます）
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◆ 4 代名詞・形容詞（不特定の人・物・数量を表すもの）■ 用例　Level 0

○ 25 or 

Did you go there by car or on foot?
	 （そこへはバスで行ったのですか，それとも歩いてですか）

There are no trains or buses in this town.
	 （この街には電車もバスもない）

Water the plants every day, or they will die.
	 （毎日植物に水をあげなさい，さもないと枯れてしまいます）

◆ 4 代名詞・形容詞（不特定の人・物・数量を表すもの）
○ 26 one 

This shirt is too small. Can I have a larger one, please?
	 （このシャツは小さすぎます。もっと大きいのをもらえますか）

This church is one of the oldest buildings in the town.
	 （この教会はこの街で一番古いビルの1つです）

○ 27 all 

Alice lost all her keys at school yesterday.
	 （昨日，アリスは学校ですべてのカギをなくしました）

Judyspends all (of) her money on clothes.
	 （ジュディはすべてのお金を洋服に使ってしまう）

○ 28 some 

Let’s buy some flowers for Mom. — Good idea.
	 （お母さんに花をいくつか買おうよ。―	それはいい考えだね。	）

Will you have some more tea? — No, thank you.
	 （お茶を少しいかがですか。―	いいえ，ありがとう）

○ 29 any 

Do you have any pets? — Yes.  I have one dog and two cats.
	 （ペットは飼っていますか。―	ええ。イヌが一匹とネコが二匹飼っています）

○ 30 other 

Do you have any other colors?
	 （他の色のものはありませんか?）

I have five cats. One is black and the others are black and 
white.

	 （私はネコを5匹飼っています。1匹は黒でそのほかは白と黒のブチです）

○ 31 another 

Do you want another cup of coffee?
	 （もう1杯コーヒー飲む？）

○ 32 each 

You have five minutes to answer each question.
	 （1問につき5 分の解答時間があります）

Joe and Lisa write letters to each other.
	 （ジョーとリサはお互いに手紙を出しあっています［文通している］）

○ 33 every 

Joe and Lisa talk on the phone every night.
	 （ジョーとリサは毎晩電話で話をする）

○ 34 both 

Both (of) my parents are over 50 years old.
	 （私の両親はともに50 歳を超えています）

I like both watching and playing sports.
	 （私はスポーツを見るのもするのも両方好きです）

○ 35 either 

There were many stores on either side of the street.
	 （その通りのどちら側にもたくさんの店があった）

You can have either rice or bread.
	 （ライスかパンのどちらかを食べられます［お選びください］）

○ 36 something 

Do you want something to drink?
	 （何か飲み物はいる？）

Is there anything to eat?
	 （何か食べ物はある？）

There is nothing to eat here.
	 （ここには食べるものは何もない）

○ 37 someone/somebody 

There is someone waiting for you at the door.
	 （ドアのところでだれかがあなたを待っていますよ）

Does anyone here speak Japanese?
	 （ここにいるどなたか日本語を話しますか）

Don’t tell anyone about this.
	 （このことは誰にも言わないで）
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◆ 5 程度を表す副詞■ 用例　Level 0

○ 38 many 

There are many books in the room.
	 （その部屋にはたくさんの本がある）

Many of the books are new.
	 （それらの本の多くは新しい）

○ 39 much 

Don’t spend too much money on TV games.
	 （テレビゲームにお金を使い過ぎては［あまりに多くのお金を使っては］いけません）

○ 40 a lot of 

My father has a lot of friends in Australia.
	 （私の父はオーストラリアにたくさんの友だちがいます）

We had a lot of snow last winter.
	 （去年の冬はたくさん雪が降った）

○ 41 more 

I have more friends than Donald.
	 （私はドナルドよりたくさんの友だちがいる）

Donald has more money than I.
	 （ドナルドは私より多くのお金を持っている）

○ 42 most 

Jenny has read most books in the library.
	 （ジェニーは図書館にあるほとんどの本［図書館にある本のほとんど］を読んだ）

Jenny has read the most books in my class.
	 （ジェニーはクラスで最も多くの本を読んだ）

○ 43 few 

Mike has read few books in the library.
	 （マイクは図書館にある本をほとんど読んでいない）

I have read a few of the books in the library.
	 （私は図書館にある本の何冊かは読んだ）

○ 44 little 

Who is that little girl? — That’s Mr. Green’s daughter.
	 （あの小さい女の子はだれですか。―	あれはグリーンさんのお嬢さんです）

There is little money in my purse.
	 （財布にはお金がほとんどない）

I have a little money in my pocket.
	 （私はポケットに少しお金を持っている）

Do you want some more tea? — Yes. Just a little, please.
	 （お茶をもう少しいかがですか。―	はい。ほんの少し，お願いします）

Can you make it? — It’s a little difficult, but I’ll try.
	 （それは間に合いますか［できますか］？―少し難しいですが，やってみます）

○ 45 no 

There are no train stations in the town.
	 （その街には電車の駅がひとつもない）

There is no water on the moon.
	 （月には水がない）

○ 46 none 

I bought a car but none of my friends know(s) about it.
	 （私は車を買ったが，私の友だちはだれもそれを知らない）

○ 47 enough 

I didn’t have enough money to buy a new car, so I bought a 
used car.

	 （新車を買う十分なお金がなかったので，中古車を買った）

The car is good enought for me to drive.
	 （その車は私が運転するのには十分によい）

○ 48 several 

The book is very good. I have read it several times.
	 （そのはたいへんいいです。私は数回読みました）

◆ 5 程度を表す副詞
○ 49 very 

Linda is a very good soccer player.
	 （リンダは非常に優れたサッカー選手だ）

She plays soccer very well.
	 （彼女はサッカーがとてもうまい）

○ 50 much 

Do you watch TV much?
	 （テレビはよく見ますか）

I like to watch TV very much.
	 （私はテレビを見るのが大好きです）

The new computer runs much faster than the old one.
	 （新しい車は古いのよりずっと速い）
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◆ 6 時間関係を表す語（副詞・形容詞・前置詞・接続詞）■ 用例　Level 0

○ 51 more 

You should study more for the test.
	 （テストに備えてもっと勉強したほうがいいよ）

The mountain looks more beautiful in autumn.
	 （その山は秋はより美しく見える）

○ 52 most 

I studied the most this year.
	 （今年は最もよく勉強した）

The mountain looks the most beautiful in winter.
	 （その山は冬に最も美しく見える）

◆ 6 時間関係を表す語（副詞・形容詞・前置詞・接続詞）
○ 53 after 

What do you do after school?
	 （あなたは放課後に何をしますか）

Turn right after the bridge.
	 （橋を過ぎたら右に曲がってください）

My sister had a baby a year after she got married.
	 （私の姉は結婚した1年後に赤ちゃんを生んだ）

○ 54 before 

She arrived 15 minutes before the meeting.
	 （彼女は会議の15 分前に着いた）

Turn left just before the post office.
	 （郵便局のすぐ手前を左に曲がってください）

We arrived a few minutes before the game started.
	 （私たちは試合開始の数分前に着いた）

○ 55 now 

What time is it now?
	 （今何時ですか）

I’ll do it right now.
	 （今すぐやります）

He left the room just now.
	 （彼はたった今部屋を出たところです）

○ 56 ago 

The temple was built more than 500 years ago.
	 （そのお寺は 500 年以上前に建てられた）

○ 57 then 

She left Japan in 2010. Since then she’s lived in London.
	 （彼女は 2010 年に日本を離れ，それ以来ロンドンに住んでいる）

Turn right, then turn left.
	 （右へ曲がって，それから左に曲がりなさい）

○ 58 early 

I got up early this morning.
	 （私は今朝早く起きた）

The train arrived five minutes early.
	 （電車は定刻より5 分早く着いた）

I took the early morning train.
	 （私は早朝の電車に乗った）

○ 59 late 

I got home late at night.
	 （私は夜遅くに家に帰った）

The train left five minutes late.
	 （電車は定刻より5 分遅れて出発した）

I’m sorry (that) I’m late.
	 （遅れてすみません）

○ 60 already 

I have already finished my homework.
	 （私はすでに宿題をすませた）

○ 61 ever 

Have you ever seen a panda?
	 （いままでにパンダを見たことがありますか）

She played better than ever.
	 （彼女はこれまでよりずっと良くプレーした［これまでで一番だった］）

○ 62 yet 

Have you done your homework yet?
	 （もう宿題をやった？）

I haven’t begun my homework yet.
	 （私はまだ宿題を始めていない）
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◆ 8 前置詞・副詞（「動詞＋副詞」の句動詞を作る語）■ 用例　Level 0

◆ 7 場所を表す副詞
○ 63 there 

Will you go there with me tomorrow?
	 （明日私とそこへ行きませんか）

There are 195 countries in the world today.
	 （今日世界には195の国がある）

○ 64 here 

Can you come here, please?
	 （こっちに来てくれる？）

Here is a present for you.
	 （あなたへのプレセントです）

◆ 8 前置詞・副詞（「動詞＋副詞」の句動詞を作る語）
○ 65 in 

There was nobody in the room.
	 （部屋にはだれも居なかった）

He will be back in a few minutes.
	 （彼は数分で戻るでしょう）

○ 66 out 

Let’s go out for dinner tonight. — Sounds great.
	 （今晩食事に出かけようよ。―	いいですね）

I wll be out of the office all morning.
	 （私は午前中ずっとオフィスから出ている［外出している］でしょう）

○ 67 on 

Mary’s coat is on the wall.
	 （メアリーのコートは壁にかかっている）

What do you do on Sundays?
	 （毎週日曜日には何をしますか）

Will the train leave on time?
	 （電車は時間通りに出発しますか）

○ 68 off 

Will you take your books off the table.
	 （あたたの本をテーブルから取り除いて［片づけて］くれますか）

Where do you get off the bus?
	 （あなたはどこでバスを降りますか）

○ 69 up 

I walked up the stairs to the top floor.
	 （私は最上階まで階段を歩いて上った）

○70 down 

I went down the stairs of the building.
	 （私はビルの階段をかけ下りた）

○71 over 

The horse jumped over the fence.
	 （その馬は柵を飛び越えた）

She put the cover over the table.
	 （彼女はテーブルにカバーを掛けた）

○72 under 

I put my bag under the table.
	 （彼はかばんを机の下に置いた）

Children under five are free.
	 （5 歳未満の子どもは無料です）

○73 around/round 

My father has traveled around the world.
	 （私の父は世界中を旅行した）

We sat around the table to talk.
	 （私たちは話し合うためにテーブルの周りに座った）

○74 about 

I am going to talk about my family today.
	 （今日は私の家族についてお話をします）

She will be back (at) about six (o’clock).
	 （彼女は 6 時ごろに戻ってくるでしょう）

○75 by 

I went to school by bus today.
	 （今日は学校へバスで行った）

I have to finish my homework by next Monday.
	 （宿題を次の月曜日までに終えなければなりません）

○76 through 

Sunlight came through the window and made the room light.
	 （日光が窓を通り抜けて入り部屋を明るくしていた）
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◆ 9 前置詞（「動詞＋前置詞」で句動詞を作る）■ 用例　Level 0

She stayed in Hawaii through the winter.
	 （彼女は冬の間ずっとハワイに滞在した）

○77 along 

We walked along the river for an hour.
	 （私たちは川に沿って一時間歩いた）

○78 across 

The dog swam across the river.
	 （そのイヌは川を泳いで横切った［渡った］）

He traveled across the country by bicycle.
	 （彼は国中を自転車で旅行した）

○79 away 

She said nothing and went away.
	 （彼女は何も言わず，立ち去った）

○ 80 back 

He studied Zen in China and came back to Japan in 1226.
	 （彼は中国で禅を学び，1226 年に日本に戻った）

Let’s go back to the beginning and start again.
	 （最初に戻って，もう一度始めましょう）

◆ 9 前置詞（「動詞＋前置詞」で句動詞を作る）
○ 81 at 

We will arrive at Tokyo Station in a few minutes.
	 （あと数分で東京駅に着くでしょう）

She will be back at six (o’clock).
	 （彼女は 6 時に戻ってくるでしょう）

I think she’s at lunch right now.
	 （彼女は昼食中だと思います）

○ 82 for 

The train for Osaka has just started.
	 （大阪行きの列車はちょうど出発したところです）

Here’s a birthday present for you. Happy birthday!
	 （あなたへ誕生日プレゼントです。誕生日おめでとう！）

I waited at the airport for an hour.
	 （私は空港で1時間待った）

○ 83 from 

When did you get back from Hawaii?
	 （ハワイからいつ帰ったのですか）

They had not eaten anything from morning.
	 （彼らは朝から何も食べていなかった）

Where are you from?
	 （どちらのご出身ですか）

○ 84 to 

I took the 10:30 train to Kyoto.
	 （私は10:30 分の列車で京都へ行った）

I write a letter to my mother every week.
	 （私は母に毎週手紙を書きます）

We go to school from Monday to Friday.
	 （私たちは月曜日から金曜日まで学校へ行きます）

○ 85 toward 

Shestood up and walked toward the door.
	 （彼女は立ち上がり，ドアの方へ歩いて行った）

○ 86 into 

The boy jumped into the water from the boat.
	 （その少年はボートから水の中に飛び込みました）

Can I change my yen into dollars?
	 （円をドルに両替してもらえますか）

○ 87 between 

This bus runs between Tokyo and Osaka.
	 （このバスは東京と大阪の間を走る）

I sat down between my two friends.
	 （私は 2人の友だちの間に座った）

○ 88 among 

The song is very popular among young people.
	 （その歌は若者の間でとても人気がある）

Budapest is among the most beautiful cities in the world.
	 （ブタペストは世界で最も美しい街の中の1つだ）

○ 89 of 

Ron is a new member of our club.
	 （ロンは私たちのクラブの新しいメンバーです）
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■ 用例　Level 0

He is one of my friends from high school.
	 （彼は高校からの友だちの1人です）

○ 90 with 

I went ice-skating with my friends after school.
	 （放課後友だちと一緒にスケートに行った）

Who’s that pretty girl with long hair.
	 （あのロングヘアーのかわいい女の子はだれですか）

○ 91 without 

We can’t live without food and water.
	 （私たちは食べ物と水なしでは生きられない）

No one can live without eating and drinking.
	 （だれも食べたり飲んだりすることなしに生きることはできない）

○ 92 against 

It was difficult to walk against the wind.
	 （風に逆らって歩くのは困難だった）

Are you for or against the plan?
	 （あなたはその計画に賛成ですか反対ですか）

Mt. Fuji stands against the blue sky.
	 （富士山が青空を背景にして立っている）

Ⓒ KAGENSHA


