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1.　名　詞　  2

名詞の分類
　固有名詞と普通名詞　集合名詞　物質名詞　抽象名詞
名詞の屈折
　名詞の第一屈折 :　数　名詞の第二屈折 :　格　名詞の第三屈折 :　性

2.　冠　詞　  36

冠詞の意味
冠詞の用法
　定冠詞の用法　定冠詞の特別用法　不定冠詞の用法　不定冠詞の特別用法
　物質名詞と冠詞　抽象名詞と冠詞　固有名詞と冠詞　形容詞と冠詞
　冠詞の位置　冠詞の繰り返し　冠詞の省略

3.　形容詞　  65

形容詞の分類
I.代名詞的形容詞　 　65

1.所有形容詞　2.指示形容詞（thisと that；　yonと yonder；　same；　such；　other）
不定指示詞（oneと certain；　some，any，no）
配分形容詞（each；　every；　either，neither，both）
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3.疑問形容詞　4.関係形容詞
II.量の形容詞　 　85

1.不定量の形容詞（someと any；　noと none；　all；　manyと few；　fewと a few；　
several；　muchと little；　littleと a little；　moreとmost）

2.数詞（基数詞；　序数詞；　倍数詞）
III.性質形容詞　 　103

形容詞の二用法　限定形容詞の順序　限定形容詞の位置
叙述形容詞　1.不完全自動詞の補語 2.不完全他動詞と受動動詞の補語

3.動詞と形容詞の慣用的結合　4.叙述的にしか用いられない形容詞
名詞として用いられる形容詞
比　較　 　117

比較変化しない形容詞　比較級と最上級の形成
不規則比較級と最上級とその用法
比較級の用法　最上級の用法　lessと leastによる比較　ラテン語源の比較級

4.　代名詞　  130

I.人称代名詞（所有代名詞，複合人称代名詞）
II.指示代名詞　itの用法；　thisと that；　such；　不定指示代名詞（one，they）；

反復指示代名詞（one， ones；　thatと those；　such；　so；　the same）
III.疑問代名詞（感嘆疑問詞，従属疑問詞，不定疑問詞，疑問詞whatを含む慣用句）
IV.関係代名詞（制限関係節と等位関係節）

whoと which；　that；　関係詞の省略；　先行詞の省略；　
what；　whoever，whatever，whichever；　as， than， but；　関係副詞；　
代名詞的要素；　代名詞要素の表
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5.　動　詞　  170

動詞の分類
自動詞　 　170

完全自動詞と不完全自動詞　叙述主格と形容詞　補語の形式
不完全自動詞（be；　become，grow，get，turn，go，fall；　

remain，continue，keep；　prove，turn out，come out；　
look，seem，appear；　feel，taste，smell，sound

補語としての目的格副詞
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他動詞　 　174

与格動詞　間接目的語の位置；　意味の違いによって異なる構文で用いられる動詞
（ask，throw，write，teach）；　類似の意味をもち異なる構造をもつ動詞（teach，
instruct；　ask，put；　ask，inquire；　ask，beg；　answer，reply；　give，supply，
provide，furnish；　tell，say；　tell，relate，narrate，impart；　entrust）
心性的与格，与格補語をもつ自動詞
作為動詞（不完全他動詞）make，render，build，paint，get，makeの二つの構
造；　call，name，declare，profess；　elect，choose，appoint，create，crown；　
　think，consider，believe；　take，mistake；　hold，regard，recognize，
　acknowledge，look upon；　keep；　find，leave

動詞分類のまとめ
自動詞用法の他動詞　（1）目的語削除の場合　（2）再帰的意味や受動的意味の場合

（3）受動の意味をもつ慣用的自動詞の場合
他動詞用法の自動詞　（1）使役の意味をもつ場合　（2）同族目的語を持つ場合

（3）前置詞との結合による場合
再帰動詞
不定詞を補語にとる動詞　（a）let，make，have，bid

   （b）see，hear，feel，etc.（知覚動詞）
現在分詞を補語にとる動詞　過去分詞を補語にとる動詞　助動詞
非人称動詞
動詞の屈折（人称と数，態，時制，法）　 　188

動詞の主要部分　（I）原形　（II）過去の時制　（III）過去分詞
助動詞の三つのクラス　（I）第一クラス　（II）第二クラス　（III）第三クラス
規則動詞　不規則動詞　欠如動詞
人称と数（一致の規則　一致の特別規則）　 　202

態　 　205

受動態の形成　受動の意味の能動形
他の受動形式　（I）become受動形（初発受動） （II）get受動形（独立受動）

（III）have受動形（慣用的受動）　（IV）make受動形（使役受動）
受動態の用法　能動態を受動態にその逆
時　制　 　214

時制の形成　時制の用法
現在時制（現在時制の主用法　現在進行形）
過去時制（過去時制　過去進行形）
未来時制（二種類の未来行為　未来を表す他の方法　未来進行形）
現在完了時制（完了時制の二つの意味　完了時制の用法の実用的規則　現在完了

進行形）
過去完了時制（過去に対する完了・過去に対する過去　過去完了進行形（過去完

了の代用））
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未来完了時制
法　 　240

法の定義（直説法，命令法，仮定法，条件法，など）
命令法
仮定法　仮定法現在　仮定法過去　仮定法未来　仮定法過去完了　仮定法現在完

了形　仮定法未来完了形
条件法　単純条件形式　複合条件形式　未来条件法（二つの意味）　条件可能法

条件完了形　条件可能完了形　条件文（含意された条件　隠されている
条件　条件の種類）
条件節における時制の一致

6.　不定詞　  261

不定詞と修飾要素（不定詞の notと never）　不定詞の意味上の主語
不定詞の形式（単純形式の用法　完了形式の用法　toなしの不定詞　toの反復と省
略）
不定詞の用法　（I）名詞用法　（II）目的の不定詞
目的語としての不定詞（thinking動詞，saying動詞，knowing動詞，作為動詞の後

で）
補語としての不定詞　（a）自動詞の補語として　（b）他動詞の補語として
   （c）受動動詞の補語として
補語としての toなし不定詞　（1）4つの使役動詞　（2）知覚動詞
目的の不定詞　（1）動詞の後で　（2）形容詞の後で　（3）名詞の後で

（4）too，enoughや so as，such as，as much as，as ifなどの後で

7.　分　詞　  292

分詞の形式　分詞の用法
形容詞としての分詞　分詞構文　補語としての分詞

8.　動名詞　  309

動名詞の形式　動名詞と分詞の比較　動名詞と不定詞の比較　
動名詞と動詞的名詞の比較　所有格を伴う動名詞　完了動名詞の用法　
完了の意味で用いられる単純動名詞形　形容詞としての動名詞　動名詞の慣用用法
動詞の後の動名詞と不定詞　形容詞の後の動名詞と不定詞　
名詞の後の動名詞と不定詞　前置詞が先行する動名詞
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9.　助動詞　  323

1. do　2. have　3. be　4. be going

5. shallと will I shallと I will；　you will；　he will；　you shallと he shall；　
Shall you?とWill you?；　Shall you? の用法；　Will you? の用法；　
Shall I? の二用法；　Will he? と Shall he?；　
shallのさらなる用法；　willのさらなる用法

6. shouldと would　（I）直説法の shouldと would　（II）条件法の shouldと would

（III）仮定法の shouldと would，その他の用法
7. mayとmight　8. canと could　9. mustと need not　10. dare　11. ought
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10.　副　詞　  384

副詞の分類（代名詞的副詞と単純副詞）
代名詞的副詞の種類　（1）代名詞的副詞　（2）疑問副詞　（3）関係副詞
不定代名詞的副詞　（1）不定指示副詞　（2）不定疑問副詞　（3）不定関係副詞
副詞の分類　（a）時の副詞　（b）場所の副詞　（c）量・程度の副詞　

（d）特質・様態の副詞　（e）理由・原因・結果の副詞　（f）法副詞
I.代名詞的副詞　 　384

時の代名詞的副詞　場所の代名詞的副詞　様態の代名詞的副詞
程度の代名詞的副詞　原因・理由の代名詞的副詞
不定代名詞的副詞
時の不定代名詞的副詞（oneと some，sometimes，once，everと never）
場所の不定代名詞的副詞（somewhereと anywhere?，everywhere，elsewhere）
様態の不定代名詞的副詞（somehowと anyhow，in any way?，nowise，

otherwise，everyway）
程度の不定代名詞的副詞（somewhat，any?，at all?）

II.単純副詞　 　407

時の副詞　場所の副詞　量・程度の副詞　様態の副詞　法副詞　副詞の比較変化　
副詞の形成
副詞の代用　I.副詞句　II.副詞節　III.副詞としての名詞　

IV.副詞としての代名詞　V.副詞としての形容詞　VI.副詞的不定詞　
VII.副詞的分詞　VIII.副詞としての前置詞　IX.副詞相当表現
副詞の用法　（1）動詞修飾の副詞　（2）形容詞，副詞を修飾する副詞
（3）比較級と最上級を修飾する程度の副詞　（4）句や節を修飾する副詞　
（5）名詞と用いられる副詞　（6）補語としての副詞
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副詞の位置（時の副詞の位置　場所の副詞の位置　程度の副詞の位置　
様態の副詞の位置　前置詞的副詞の位置　notの位置　onlyの位置）

11.　前置詞　  461

 I. 前置詞の形式
 II. 前置詞の目的語の形式
 III. 他品詞としての前置詞
 IV. 前置詞と目的語の分離
 V. 同一の前置詞の繰り返しと省略　
 VI. 一つの目的語を共有する二つの前置詞
VII.主たる前置詞の意味 :　about，above，across，after，against，along，

amidst，among，around，round，at，before，behind，below，beneath，
beside，besides，between，beyond，but，by，down，for，from，in，into，
of，out of，off，on，upon，over，past，through，throughout，to，towards，
under，up，with，within，without

12.　接続詞　  617

等位接続詞と従属接続詞（接続詞の形式　句接続詞　相関接続詞　接続詞として用
いられる他の品詞）

I.等位接続詞　1.連結接続詞　2.選択接続詞　3.反意接続詞　4.推断接続詞
II.従属接続詞
節の種類（名詞節　形容詞節　副詞節）
時の従属接続詞　原因・理由の従属接続詞　接続詞 thatの用法　if，whether，
thoughの用法　接続詞 lestの用法　接続詞 asの用法　接続詞 thanの用法　
接続詞としての now　接続詞の後での省略　接続詞の位置
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13.　前置詞の用法　  652

I.主要前置詞の意味　 　652

II.意味と用法による前置詞の分類　 　664
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（I）場所の前置詞　（1）at，in，on

（2）in，into，out of ︱ inside，outside ︱within，without

（3）above，below，beneath ︱over，under，underneath ︱up，down

（4）before，behind，after

（5）among（st），amid（st），between（amongと between，amongと
 admidst，amongと in）
（6）along，across，through，over（along，across；　across，through，
 over；　across，over，beyond；　overと through，all overと throughout）
（7）around，round，about

（8）接触と近接 :　at，on；　by，beside；　by，at；　by，to；　near，about；　on；　
 by，beside，past

（9）距離 :　for，from，off，of

（10）方向と目的 :　to，towards；　to，for；　on，towards；　
 to，towards，by；　to，for，with；　towards；　to，at，on

（11）結合・分離・反対 :　with，to；　from，off；　against，over against，
 opposite

（12）支点・依存・基礎 :　on

（II）時の前置詞　（1）at，in，on，（about）　（2）before，after ︱ to，past　
（3）from，since　（4）till，by　（5）in，within，after　
（6）for，during，pending，through（out），over（（a）forと during　
 （b）duringと through　（c）duringと in　（d）throughと over　
 （e）duringと pending）　
（7）on（直後）　（8）towards（接近）　（9）with（同時）　（10）behind（遅延）
（III）出所・起源　（1）from　推論 :　from，by　（2）of　（3）out of　（4）at

（IV）原因・理由　（1）from　（2）through　（3）for　（4）on　（5）of

（V）作因（Agency）・手段（Instrumentality）（1）行為者 :　by，of　
（2）道具 :　with　（3）仲介 :　through　（4）方法 :　by，through　
（5）旅行の手段・経路 :　by，by way of

（VI）材料・内容・部分　（1）材料 :　of，from，out of，in　（2）部分 :　of　
（3）内容 :　of　（4）満たす・覆う方法・材料 :　with　（5）衣服 :　in　
（6）食べ物 :　on

（VII）結果・帰結・成果　（1）結果・帰結 :　to　（2）変化の結果・成果 :　to

（3）努力の結果・目的 :　into，out of

（VIII）目標・目的　（1）終局の目的 :　at　
（2）探索・研究・追求・努力の目標 :　for，after　（3）目的・意図 :　for，in　
（4）商用・使い :　on　（5）準備・備え :　for，against

（IX）性質と様態　（1）性質 :　of　（2）様態 :　in，by，after，with

（X）状態・状況・従事　（1）状態・状況 :　in，at，on，off，under　
（2）従事 :　at，about，over
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（XI）標準・測定・評価　（1）標準 :　by　（2）程度・割合 :　at　（3）価格 :　for

（XII）限界・範囲（up，up to，at，within）
（XIII）過不足　（1）過度 :　above，over，upwards of　
（2）不足 :　below，under，short of　
（3）超過 :　beyond，above，past，without，out of

（XIV）優劣　（1）優越 :　above，beyond，before　
（2）劣等 :　below，beneath，under，behind　（3）優先 :　above，before，to　
（4）支配力・権力・保護 :　over　（5）従属・服従・擁護 :　under　
（6）処置を受ける :　under　（7）独立 :　of，依存 :　on

（XV）結合・連結・分離　（1）結合 :　with，接合 :　to　（2）分離 :　from，off，of　
（3）中止と抑制 :　from　（4）妨害と阻止 :　from　（5）剥奪 :　of，out of　
（6）免除 :　from，of

（XVI）包括・除外　（1）包含 :　in，among，under　（2）除外・例外 :　but，
except，save（3）付加 :　besides　（4）分割 :　of，out of，among，in　
（5）分布と共同作業 :　among，between

（XVII）比較 :　to，with，against，for

（XVIII）一致・適応・順応　（1）一致 :　with　
（2）適合・順応 :　to，for，by，on，after

（XIX）相違・反対・対照　（1）相違と区別 :　from　（2）逸脱 :　out of

（3）無関係 :　beside，aside from　（4）対立 :　against，with，to

（5）対照・譲歩 :　notwithstanding，in spite of，for （all），with （all），
after （all）

（XX）交換と代用　（1）交換 :　for　（2）代用 :　for，instead of　
（3）見方・考え方 :　for，as，by way of

（XXI）否定 :　without，far from，anything but

（XXII）損失・不在・隠匿　（1）喪失・欠如 :　out of，from　
（2）隠匿 :　from，behind　（3）変装・偽装 :　under

（XXIII）関連の前置詞　（1）一般的関連 :　of，about，on，for，as for，as to

（2）特定の関連 :　in，of，to

（XXIV）関係の前置詞　（1）所有関係 :　of，to　
（2）所有・所属 :　with，about，to　（3）同格関係 :　of　（4）与格関係 :　to，for　
（5）主格関係 :　for，with，of

（XXV）一定の句における前置詞の用法　（a）at hand，in hand，on hand，
to hand　（b）at sight，in sight　（c）in view，on view　（d）in play，at play　
（e）in haste，at peace　（f）in peace，at peace　（g）on the contrary，
to the contrary　（h）for one’s part，on one’s part　（i）by oneself，
of oneself，for oneself　（j）in all，at all

III.前置詞を支配する語　 　723

（I）前置詞を支配する動詞　（1）inを支配する動詞　（2）onを支配する動詞　
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（3）withを支配する動詞　（4）toを支配する動詞　（5）ofを支配する動詞　
（6）overを支配する動詞　（7）betweenを支配する動詞

（II）前置詞を支配する形容詞　（1）toを支配する形容詞　
（2）onを支配する形容詞　（3）inを支配する形容詞　
（4）withを支配する形容詞　（5）onを支配する形容詞

（III）類似した意味をもち異なる前置詞を支配する語　（1）動詞　
（2）形容詞と分詞

（IV）反意語が異なる前置詞を従える語
（V）異なる前置詞を支配する語　（1）動詞　（2）形容詞と分詞　（3）名詞
（VI）前置詞の有無で意味の異なる動詞

索　　引　  737

1.　前付け解説部分索引　 　738

2.　事項索引　 　739

3.　語句索引　 　746


