
MAXハイレベル構文 レッスンポイント Unit 05-08 

 

 1 

Max classroom.net 
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A    Key Sentences： Part 2に出てくる基本例文です。何回も音読し、書いて覚えよう。 

 

Unit 5 

01 The biggest problem is that we don’t have enough time. 

02 We were surprised to know that everyone else knew the rumor. 

03 I am certain(sure) that she can solve the problem alone. 

04 I didn’t know the fact that she couldn’t see (she was blind). 

05 I want to convince him that we should continue the plan. 

06 The leader suggested that the money be donated. 

Unit 6 

01 He is so smart that everyone adores him. 

02 He is such a smart student that everyone adores him. 

03 So difficult is her proposal that it would take a lot of time to understand it. 

04 Such was the impact of her decision that everyone was upset. 

Unit 7 

01 Leave early so that we can get to the destination before noon. 

02 I took the test so that I could find out what the level of my English was. 

03 My mother checks our wallets every day so that we won’t spend too much money. 

04 He disappeared suddenly, so that we had to take care of his family. 

Unit 8 

01 I don’t know(I’m not sure) whether it was the best decision. 

02 The important problem is whether we have enough money for the solution. 

03 It depends on whether he realizes his failure or not. 

04 Whether you like it or not, you should accept the advice. 

05 Whether he is right or wrong, we want to believe our leader. 

06 We are always supported by someone, whether it is a parent or friend. 
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B   Usage and Expressions： ポイントとなる文法、構文のポイントのまとめです  

 

1  that SV  

 

 ① that SV 「SVということ」 

 ex)  That Mika got married was surprising. 

      It was surprising that Mike got married. 

      The biggest problem is that we don’t have enough time. 

 

 ② the A that SV 

the fact that SV SVという事実 

the idea that SV SVというアイデア、考え 

the belief that SV SVという信念 

the news that SV SVというニュース 

the plan that SV SVというプラン、計画 

the rumor that SV SVというウワサ 

 

 ③ I think (that) SV 

I think (that) SV SVだと思う 

I hear (that) SV SVと聞いた、SVだそうだ 

I say (to him) that (that) SV （彼に）SVと言った 

I tell him (that) SV 彼に SVだと言う、伝える 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ I’m glad (that) SV 

I’m glad that SV SVということがうれしい 

I’m satisfied that SV SVということを満足している 

I’m surprised that SV SVということに驚いている 

I’m angry that SV SVということに怒っている 

I’m sorry that SV SVということが残念だ 

I’m sad that SV SVということが悲しい 

I’m sure that SV SVということを確信している 

I’m certain that SV きっと SVだと思う 

I’m proud that SV SVということを誇りに思う 

I’m afraid that SV 残念だが SVだと思う 

 

否定の形に注意 

  ○ I don’t think that SV    × I think S don’t V 

 

「言った／言わない」「聞いた／聞いてない」の場合は区別する。 

  ex)   I told him that S didn’t V    I didn’t tell him that SV 
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2  that SVに関連する動詞の語法 

 

SVO that ～：  「人に」という Oをともなう 

★S advise O that ～ Oに～ということを助言する、勧める 

S persuade O that ～ Oに～ということを説得する 

★S remind O that ～ Oに～ということを思い出させる 

S teach O that ～ Oに～ということを教える 

S tell O that ～ Oに～ということを伝える 

 

SV that ～：  「人に」という Oをともなわない 

S ask that ～ ～ということをたずねる 

S command that ～ ～ということを命令する 

S desire that ～ ～ということを望む 

S direct that ～ ～ということを指示する 

S expect that ～ ～ということを期待する 

S intend that ～ ～ということを意図する 

S mean that ～ ～ということを意図する 

S order that ～ ～ということを命令する 

★S suggest that ～ ～ということを示唆する、提案する 

★S recommend that ～ ～ということを勧める 

S require that ～ ～ということを必要とする 

S urge that ～ ～ということを強く迫る 

S insist that ～ ～ということを主張する 

S maintain that ～ ～ということを主張する 

 

that 節を取れない動詞  

hate like love prefer 

want    
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3  so ～ that 構文 

 

 【soを使った構文】 

 ① A is so ～ that SV 「とても～なので SV」 形容詞の場合 

    （so much, so many ～ も） 

 

 ex)  This novel was so interesting that I couldn’t stop reading it. 

 ex)  She’s spent so much money that she can’t buy any more things. 

 

     倒置  So ～ is A that SV 

 ex)  So interesting was this novel that I couldn’t stop reading it. 

 

  ② A is so ～ a 名詞 that SV 

 ex)  This novel is so interesting a movie that I can’t stop reading it. 

 

 

 【suchを使った構文】 

 ③ A is such (a) ～ that SV 「とても～なので SV」 名詞の場合 

 ex)  This is such a dangerous tool that kids shouldn’t touch it. 

 

  ④  A is such that SV 「Aはとてもすごいので…」 

 ex)  The impact of the decision was such that everyone was upset. 

 

   倒置  Such is A that SV 

 ex)  Such was the impact of the decision that everyone was upset. 

 

 

 【so that構文、その他】 

 ⑤ ,so that SV 「その結果 SV、だから SV」 ・・・ カンマあり 

 ex)  I wanted to learn English more so that I decided to go to an American university. 

 

 ⑥ so that S may(can/may) V  「SVするために」 ・・・ カンマなし 

 ex)  I took the test so that I can see my English level. 

 

 ⑦ in order that S will(can/may) V 「SVするために」 

 ex)  They left early in order that they would reach the top before noon. 
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4  間接疑問文 

 

  ・語順に注意（本物の疑問文ではないので、肯定文の順番） 

  ・3単元の sもつける 

 

ex)   I wonder where he lives.   × I wonder where does he live? 

                       疑問詞 + 肯定文 

 

  Do you know how much this is?   × Do you know how much is this? 

              疑問詞 + 肯定文 

 

   

 

5  2つの if 

 

 if SV  ① 「もし～なら」（接続詞 SV）＝ 副詞節 

  ② 「～かどうか（ということ）」 ＝ 主語、目的語になる 

 whether SV   ① 「SVであろうが（なかろうが）」＝ 副詞節 

   ② 「SVかどうか（ということ）」 ＝ 主語、目的語 

 

 

     時間、条件を表す副詞節の場合 ⇒ 未来のことでも現在形 

 

 ex)   「もし雨が降るなら・・・」 

If it rains tomorrow, why don’t we cancel the camp? 

              副詞節 ⇒現在計 

                                                                                

 

  ・   間接疑問文（～かどうか） ⇒ 未来のことは未来形でよい 

 

 ex)   「雨が降るかどうか・・・」 

I didn’t know if it will rain tomorrow. 

 

   見分け方： 主語、目的語に注目せよ 

   

       ex)  We don’t know if it will rains. 

             S      V          O      

          

 ex)  We will help you if you are busy. 

             S     V    O  

                           ⇒  

 

これが目的語じゃないとNG 

目的語はすでにあるのでこれは副詞節 
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6   whether SVと if SVの用法 

 

   正式な文法としては、以下のような違いがある。ifのほうが制限がある 

 

 ① 主語、補語として ⇒   whether SV    if SV 

 

 「彼の言葉が正しいかは判断が難しい。」 

  ○ Whether his words are true is hard to judge. 

     × If his words are true… 

 

 「問題はその条件が適切かどうかである。」 

  ○ The problem is whether the condition is appropriate (or not). 

  ×             … if the condition is appropriate (or not). 

 

  ただし、仮主語 itの場合は if SVも使える。 

   ○ It is hard to judge whether his words are true. 

        ○                 … if his words are true. 

 

 

 ② 前置詞の後ろで  ⇒   whether SV    if SV 

 

 「それは彼が問題を*認識しているかどうかによる」 *realize 

   ○  It depends on whether he realizes the problem (or not). 

   ×       … if he realizes the problem (or not). 

 

 

 ③ or notの位置   ⇒   whether SV or not       if SV or not 

                   whether or not SV       if or not SV 

     

   ○ I don’t know whether the man will come or not. 

    ○      … if the man will come or not. 

     ○           … whether or not the man will come. 

      ×      … if or not the man will come. 

 

 

 

 

 

 

要は if の直後に

or not はダメっ

てことだね 
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7   時、条件を表す「接続詞 SV」 

 

  

   時間、条件を表す接続詞  ⇒ 副詞節は未来のことでも現在形 

                                        ★ 3単元の sも忘れない 

 

    ex)  ＜ If it rains tomorrow, ＞  I will stay home.  

                          現在形 

 

          × If it will rain tomorrow,  I will stay home. 

 

  時間を表す接続詞 SV 

when SV before SV 

after SV until SV 

as soon as SV the moment SV 

while SV as SV （SVするにつれて） 

as long as SV（SVである限り）  

 

  条件を表す接続詞 SV 

if SV even if SV 

even though SV in case SV 

once SV（一度 SVしたら） whether SV or not 

 

   発展 

  ex)  ＜It the rain has stopped by tomorrow,＞  why don’t we go out together? 

 

 

 

 

                                                                                       

 

        理由や逆説などの接続詞 

       ⇒ 副詞節は未来のことは未来形 

 

        ex)  ＜ Because they’ll come tomorrow, ＞  we need more food. 

                 未来形 

 

    理由や逆説を表す接続詞 SV 

because (as, for, since) SV although SV 

 

 

本当は the rain will have stopped の未来完了 

 → if節の中なので現在完了のかたちになる 
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5    that節の中の should ★重要 

 

       ex)  He insists (that) nuclear arms be abolished immediately. 

            It is necessary ...         shouldの省略 ⇒ 動詞の原形 

 

 

 

 

 

※ 仮定法現在と呼ばれるもの。要求、主張はいわば現実になっていないものなので 

仮定法を使って要求している。 

                                            

   

①  要求や願望を導く動詞  ★shouldは省略できる 

 

advise 忠告する agree 同意する 

command 命令する order 命令する、要求する 

decide 決定する determine 決定する 

insist 主張する claim 主張する 

propose 提案する、提起する suggest 提案する、提起する 

recommend 勧める require 必要とする 

request 要求する、要望する desire 要求する、要望する 

demand 要求する urge 促す、せき立てる 

              

 ②  要求や願望を導く形容詞  ★shouldは省略できる 

 

 ex)  It is necessary  that the investigation (should) be continued. 

 

      It was essential the profit (should) be donated to the charity program. 

 

 

advisable 望ましい desirable 望ましい 

important 重要だ essential 必須だ、重要だ 

crucial 重要だ vital （極めて）重要だ 

urgent すぐ必要な necessary 必須だ 

 

注意１ 

 ・ 過去の事柄について主張する場合（要求や願望ではない） → 過去形でよい 

         仮定法ではないから 

 ex)  He insisted that he was completely innocent. 

 

he should V       he V  

he should be V         he be ～ 

he should not V        he not V 


