
正誤表 
 
 このたびは小社刊『真・英文法大全』の記述に誤りがございました。お詫びとともに訂正させていただきます。
なお、下記の誤りは、2 刷以降は修正されています。 
 
ペー
ジ 

誤 正 

p.406 トラック番号 10-58 の例文 
While the total number of the 
employees has increased globally, 
the 
number here in London has 
remained steady. 
（その会社の）総従業員数は、世
界レベルで見ると（全世界の従業
員の合計人数で見ると）増え続 
けているが、ここロンドンの従業
員数には変化がない。 

トラック番号 10-58 の例文 
While the total number of employees has 
increased globally, the 
number here in London has remained steady. 
（その会社の）総従業員数は、世界レベルで見る
と（全世界の従業員の合計人数で見ると）増え続 
けているが、ここロンドンの従業員数には変化が
ない。 
※2 刷以降反映 

 

p.760 トラック番号 21-71 の例文 
More than one in four Japanese 
people believe in fortune tellers. 
日本人は、４人に１人より多くの
人が占い師の言うことを信じま
す。 

トラック番号 21-71 の例文 
More than one in four Japanese people believe in 
fortune tellers. 
日本人は、４人に１人より多くの人が占い師の能
力を（本物だと）信じています。 
※believe in ～「～の存在・能力・正しさなどを信じる」 

※2 刷以降反映 

p.817 トラック番号 22-49 の例文 
Kayla constructed a huge ice 
cream sundae, on top of which she 
placed 
a maraschino cherry. 
カイラはとても大きなアイスクリ
ームサンデーをつくり、その一番
上にマラスキーノチェリー 
を乗せた。 

トラック番号 22-49 の例文 
Kayla constructed a huge ice cream sundae, on top 
of which she placed 
a maraschino cherry. 
ケイラはとても大きなアイスクリームサンデー
をつくり、その一番上にマラスキーノチェリー 
を乗せた。 
※2 刷以降反映 

 

 

 

 

 

 

 



以下は誤りではないですが、より日本語の意味や解説が明確になるよう修正したものです。 
 

p.155 トラック番号 03-97 の例文 
I will reply to your text when I have 
eaten lunch. 
ランチを食べ終えたら、メールに
返信しますね。 

トラック番号 03-97 の例文 
I will reply to your text when I have eaten lunch. 
ランチを食べ終えたら、テキストメッセージに返
信しますね。 
 ※2 刷以降反映 

p.189 トラック番号 04-51 の例文 
I wish you would reply to my text 
messages. 
メッセージ（メールや LINE）に返
事くれたらいいのになあ。 

トラック番号 04-51 の例文 
I wish you would reply to my text messages. 
テキストメッセージ（スマホのメールや LINE）
に返事くれたらいいのになあ。 
※2 刷以降反映 

p.254 トラック番号 05-130 の例文 
A：Where’s Samuel? 
B：He could have gone shopping, 
but that’s just a guess. Why don’t 
you 
just text him? 
A：サミュエルはどこにいる？ 
B：買い物に出かけたのかも。推測
だけどね。メールしてみた 
ら？ ※text「スマホにメールを
送る」／「買い物に行った」はあ
りえるので「過去への推量」と判
断 

トラック番号 05-130 の例文 
A：Where’s Samuel? 
B：He could have gone shopping, but that’s just a 
guess. Why don’t you 
just text him? 
A：サミュエルはどこにいる？ B：買い物に出
かけたのかも。推測だけどね。連絡してみた 
ら？ ※text「スマホにテキストメッセージを送
る」／「買い物に行った」はありえるので「過去
への推量」と判断 
※2 刷以降反映 

p.271 トラック番号 06-13 の例文 
The car that Ted bought is a 
Porsche. 
テッドが買った車はポルシェだ
よ。 ※a Porsche は「ポルシェ社
の製品」（ちなみに発音は「ポーシ
ュ」） 

トラック番号 06-13 の例文 
The car that Ted bought is a Porsche. 
テ ッ ド が 買 っ た 車 は ポ ル シ ェ だ よ 。  ※ a 
Porsche は「ポルシェ社の製品」（発音は「ポーシ
ャ（シュ）」） 
※2 刷以降反映 

p.380 トラック番号 10-15 の例文 
Young people today often send 
text messages instead of making 
phone 
calls. 
今日の若者は電話をする代わり
に、テキストメッセージ（メール
メッセージ）を送ることが多い。 

トラック番号 10-15 の例文 
Young people today often send text messages 
instead of making phone 
calls. 
今日の若者は電話をする代わりに、テキストメッ
セージを送ることが多い。 
※2 刷以降反映 

 



p.414 トラック番号 11-07 の例文 
I got a cramp in my hand after 
writing for over an hour because I 
don’t 
write very much these days. 
最近あまりものを書いたりしない
ものだから、１時間以上書いたら
手がつったんだよ。 
※cramp「けいれん」 

トラック番号 11-07 の例文 
I got a cramp in my hand after writing for over an 
hour because I don’t 
write very much these days. 
最近あまりものを書いたりしないものだから、１
時間以上書いたら手がつった（すごく疲れた）ん
だよ。 
※cramp「けいれん・書痙（書くときに手の筋肉
が凝り固まること）」 
※2 刷以降反映 

 

 
 

以上 


