
教科書の訂正についてのお知らせ 

 

平素は弊社書籍をお使いいただき，誠にありがとうございます。 

さて，大変恐縮に存じますが，弊社発行の教科書に誤りがございました。心よりお詫

び申し上げますとともに，訂正の内容についてご報告させていただきます。 

各教科書，ご報告をした翌年度の供給本から訂正いたします。誠に恐れ入ります

が，ご使用の際にはご留意を賜りますようお願いいたします。 

先生方，学習者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたしますこと，重ねてお詫び

申し上げます。 

 

株式会社いいずな書店英語編集部 

 

平成 30年度 

be English ExpressionⅠ Standard （英Ⅰ 340） 

be English ExpressionⅠ Advanced （英Ⅰ 341） 

be English ExpressionⅡ （英Ⅱ 332） 

※上記 3 点，平成 31 年度供給本から訂正いたします。 



 
◆高等学校外国語 英語表現教科書(be English Expression I Standard) 

訂正箇所 
原        文 訂   正   文 

頁 行 

11 26 動詞の前で使います。 
動詞の前（be 動詞の場合はあと）で使うのが基本

です。 

15 31 「私はいつも歩いて通学します」 「私はたいてい歩いて通学します」 

20 28 「（もし）～なら」などの意味を表す場合（副詞節） 
「（もし）～なら」のようなこれからのことを表す

副詞節 

23 30 
「私は買い物から帰ってきたところです」  

I’ve gotten back from shopping. 

「授業がちょうど終わったところです」 

The class has just finished. 

24 8-9 
yet (まだ／もう) 

Have you finished your homework? 

yet (もう／まだ) 

Have you finished your homework yet ? 

65 28 彼の言うことを 彼のことを 

78 23 forget forgot 

80 32-33 
I was bored with ...（…に退屈していた）… 

I was boring.  

I am bored with ...（…に退屈している）… 

I am boring. 

84 12-13 

～するようにさせる 

He had us laughing. 〔「私たちを笑わせた」〕 

～するようにさせる［させておく］ 

He had us laughing throughout the meal.〔「食

事中ずっと私たちを笑わせた」〕 

84 18 ～するのを ～しているのを 

93 18 meaning meanings 

101 12 were married got married 

106 9-10 
助動詞は，…助動詞を省略する場合，人称代名詞

は 

be 動詞・助動詞・代動詞は，…人称代名詞だけの

場合は 

106 16 more/much more 

109 35 
「時間ほど大切なものはない」 

No other thing is as important as time. 

「ほかのどの惑星も木星ほど大きくない」  No 

other planet is as big as Jupiter. 

111 17-18 

Life is the most precious thing. 

  (     ) (     ) (     ) is (     ) (     ) than 

life. 

The U.S. produces the most soybeans in the 

world. 

  (     ) (     ) country produces (     ) 

soybeans than the U.S. 

123 17-18 
もし AED が 

If it _________ for the AED 

もしあのとき AED が 

If it _________ for the AED then 

 



 
◆高等学校外国語 英語表現教科書(be English Expression I Advanced) 

訂正箇所 
原      文 訂   正   文 

頁 行 

11 26 動詞の前で使います。 
動詞の前（be 動詞の場合はあと）で使うのが基本

です。 

20 30 「（もし）～なら」などの意味を表す場合（副詞節） 
「（もし）～なら」のようなこれからのことを表す

副詞節 

23 31 
「私は買い物から帰ってきたところです」 

I’ve gotten back from shopping. 

「授業がちょうど終わったところです」 

The class has just finished. 

24 8-9 
yet (まだ／もう) 

Have you finished your homework? 

yet (もう／まだ) 

Have you finished your homework yet? 

80 33 I was bored with ...（…に退屈していた） I am bored with ...（…に退屈している） 

81 32 the society society 

84 12-13 
～するようにさせる 

He had us laughing. 

～するようにさせる［させておく］ 

He had us laughing throughout the meal. 

94 5 I have an invention __________________. 
I have an invention ___________ patent. 

 ●patent「～の特許を取る」 

101 20 That’s ( to / got / I / know ) your sister. 
I often go to the store your sister works at. 

That’s ( to / got / I / know ) her. 

106 9-10 
助動詞は，…助動詞を省略する場合，人称代名詞

は 

be 動詞・助動詞・代動詞は，…人称代名詞だけの

場合は 

107 20 is ( than / lighter ) weighs ( as / as / much ) 

109 35 
「時間ほど貴重なものはない」 

No other thing is as precious as time. 

「ほかのどの惑星も木星ほど大きくない」 

No other planet is as big as Jupiter. 

119 25 to the exhibition with you. to the exhibition with you that day. 

123 19-20 
AED がなかったら 

If it _________ the AED 

あのとき AED がなかったら 

If it _________ the AED then 
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◆高等学校外国語 英語表現教科書(be English Expression II ) 
訂正箇所 

原      文 訂   正   文 
頁 行 

19 28 in school in the school 

42 21 
（している最中なら the boy running のようにす

る） 

（the man talking のように名詞のうしろで使う

こともある） 

135 29 自動販売機 プリペイドカード 

 


