
 

VSOP E.G. Lab. 

「Get The Real…英語参考書」正誤表                平成 22 年 11 月 20 日現在 

弊社刊行の「Get The Real…英語参考書」に誤記がございました。 

慎んで訂正致します。 

 

００８頁 Chapter13①「今の英文法の解釈とその問題点」の ⇒ ３行目 
(誤) ⇒ a wish      (正) ⇒ a feeling 

０１２頁 塗りつぶし欄 a liking の訳 
「あるひとつのの好きになっている状態」の「の」を一つ削除 

０２１頁 右列図中の最下行の右側 
  (誤) ⇒「S が V2 の状態の中にいる」 (正) ⇒ 「V2 が S の状態の中にいる」 
０３０頁 中枠[訳し方]の中の V2 なのは、の [ up]下段の標記 
     (誤） ⇒形容詞     （正） ⇒副詞 
０３５頁 下の方の「囲み枠の表題」  
     (誤)「●単数形と複数形」 ⇒ 正「●叙述語(P)の形」 
０４３頁 右上グレー塗りつぶし、 
     I got a good friend at the new office.  → よい友達がいる。 
     I got a good clerk at the office.         → よい事務員がいる。 
     (誤)  ⇒ I got   （正） ⇒ I have got 
０４５頁 左列 灰色の枠内 最下行 

(誤) ⇒ The boss seems to be in good shape these days. 
(正) ⇒ The boss seems to be in good shape these days. 

０４８頁 下段枠の中       (誤)  ⇒ on Monday     (正) ⇒ on arrival 
０５１頁 右列 上段の灰色の枠内 下から３行目    

(誤) ⇒ 代理人が中に入るのは     (正) ⇒ 代理人(セールスマン)が中に入るのは 
０５１頁 文図中 真ん中の図内 make の訳語 

(誤) ⇒ する     (正) ⇒ つくる 
０６８頁 左欄上段塗りつぶし欄 6 行目 

  （誤）do the housewor    (正) do the housework 
０７３頁 右塗りつぶし欄 「大きさ」項の最下行 
    （誤） 「2 倍より多い」  （正） 2 倍より古い 
０７７頁 右列灰色の枠内 【例文】中程ほど英文 
    （誤） I will boils pasta …   （正） I will boil pasta … (-s を取る) 
０８２頁 左欄下段塗りつぶし下から 3 行目 
    （誤） [それは]今年こそです。  （正） 削除 
０８５頁 「have の補助的な自動詞の使い方」欄 

（和訳部分） ⇒私はそのトーナメントに息子と一緒に参加しようと思う。 
⇒ （正） 和訳部分全体を削除削除 

０８５頁 「have の補助的な他動詞の使い方」欄 
     （誤）in the tournament の上の P=V1  （正）P=V２ 
１０５頁 「⑥be done/ -ed」の文図内  

（誤）am の上の V2   (正) ⇒ V１ 
１１０頁 右列灰色の枠内 【用例】 
     （誤） 英文３行目 右端の starts     (正) ⇒ started 
１１７頁 左列の段落の例文の和訳。 
     (誤) ⇒「一匹のツバメ」「一匹のカッコウ」 (正) ⇒「一羽のツバメ」「一羽のカッコウ」 
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１１７頁 右欄 5 行目 
     (誤) since seven years ago (2 年前から)  （正）（7 年前から） 
１２４頁 下段枠「done/-ed の意味」 ⇒ （正） 「been doing の意味」 
１２６頁 左列下段 灰色の枠内 【用例】 

(誤) 英文２行目 the the Arctic Ocean     （正）the Arctic Ocean 
１２９頁 右欄最下段例文の和訳 
     (誤） 10 時 13 分   (正) 10 時 30 分 
１３４頁 左欄塗りつぶし・例文 2 行目の和訳 
    （追加）私たちが見∧[る]ことができたのは、 
     (誤) 昼食後です。 （正） その美術館でです。 
１３５頁 解説文の右列の段落「 [doing の２つの使い方]」の１つ目の例文の最後の単語 
     誤 plan  ⇒ 正 plane 
１３５頁  最下段 「動詞＋ doing ②」の文図中 １行目 
     (誤) come の上の V３   (正) ⇒ V２ 
１３８頁、１３９頁、１４０頁、１４５頁、１４６頁の「in one week」の和訳 
   (誤)一週間以内に、  (訂正) 一週間で 
１４９頁  上段 「動詞＋ a do」の文図中 １行目 
     (誤) get の上の V３   (正) ⇒ V２ 
１５０頁  上段 文図タイトル (誤) 「do＋  do」 (正) ⇒「動詞 ＋ do」 
１５０頁  上段 文図タイトル 「do＋  do」の中の １行目 
     (誤) go の上の V３   (正) ⇒ V２ 
１５２頁  左欄灰色塗りつぶし内・１行目の例文の和訳 

(誤) 「体育館に通わせている」(正) ⇒「体育館に通わせるつもりです」 
１６０頁 文図タイトル  

(誤)「maklet 人＋ doe の３通りの他動詞の使い方」(正) ⇒ let 人＋ do 
１７４頁 上欄塗りつぶし・例句５行目 
   (誤) It’s a pity [that] ___ ⇔ Pitifully 全行削除 
  ※ pitifully は「哀れに, かわいそうなほど」という「具体的な様子」を表す言葉で、「文頭句

として『話し手の判断』を表すようには使えない」。 


