
English Expression No.47
Plus 10 続き



Review
/ もしお金持ちなら /, / その車が買えるのに /.　(倒置)

/ もしお金持ちだったなら /, / その車を買ったのに /. (倒置)

/ 万一(あなたの)気が変われば /, / 私に知らせてください /. (倒置)

/ あなたの助けがなければ /, / 私はこの仕事ができないだろう /.

/ 私たちはジムのことをよく知っている /; / そうでなければ彼を信用したりしないだろう/.

/ もしあなたの立場だったなら /, 私も同じことをしただろう.

正直な男性ならば / そんなことはしないだろう/.

/ 彼女が話すのを聞くと /, 東京出身だと思ってしまうだろう.



Back Translate
１．万一(あなたの)気が変われば, 私に知らせてください。 (倒置)

２．もしあなたの立場だったなら, 私も同じことをしただろう。

３．正直な男性ならばそんなことはしないだろう。

<Advanced>

４．あなたの助けが無ければ, 私たちはその試合に勝つことができなかった。

５．彼女は一生懸命勉強した。さもなければ, 試験に落ちていただろう。





仮定法を使った構文

if it were not for...

if only...

it’s time…

as it were…

would rather... 



If it were not for~[Without, But for] 「もし~が無ければ」

If it were not for your help, I would not be able to do this job.



If only… (I wish...) 「...でさえあればなあ」

If only I were rich!



It’s time… 「もう...してよいころだ。」

It’s time you went to bed.

It’s about time…「そろそろ...」

It’s high time...「とっくに...」



as it were「いわば」

He is, as it were, a Japanese Edison.



would rather S’ V’「むしろ～してほしい」

would rather do 

I would rather stay home than go out.

Would rather S’ V’

I’d rather you stayed here.



Read aloud

If it were not for your help, I would not be able to do this job.

If only I were rich.

It’s time you went to bed.

He is, as it were, a Japanese Edison.

I’d rather you stayed here.



Translate & read aloud

/ あなたの助けがなければ /, I would not be able to do this job.

/ ～でさえあればなあ / I were rich.

/ もう～してよい頃だ / you went to bed.

He is, / いわば /, a Japanese Edison.

I / むしろ～してほしい / you stayed here.



Translate & read aloud

/ あなたの助けがなければ /, 私はこの仕事が出来ないだろう/.

/ ～でさえあればなあ / 私がお金持ち/ .

/ もう～してよい頃だ / あなたがベッドに行く/ .

/ 彼は /, / いわば /, 日本のエジソンだ /.

/ 私は / むしろ～してほしい / あなたがここに居る /.





Supplementation

Ifの意味を表す表現

１．suppose (that), supposing (that)

２．provided (that), providing (that)

３．given (that)

Supposing (that) you were wrong, what would you do?





仮定法現在

提案・命令・要求・主張・必要・重要を表す形容詞に続くthat節内の動詞は原形

It’s necessary that he go there.

It is important that you be here.




