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『まるごと中級 1 B1①』文法解説書改訂版の主な修正箇所 

 

＜全体＞ 

・テキストのレベル表記を「B1-1」から「B1①」に統一。 

・基本的に市販版の indexで項目が変更されている箇所を修正。 

・日本語および日本語版で修正があったものは、スペイン語訳およびスペイン語版も修正。 

・内容の修正によりページがずれた場合は indexを修正。 

・文法解説書内で『まるごと』試用版のページを引用している箇所は市販版のページに合わせて修正。 

・項目の削除等があった場合は巻末の 50音順索引を修正。 

・「はじめに」と「奥付」に改訂版に関する情報を追加。 

 

＜トピック 1＞ 

 修正箇所 メモ 

T1（会話す

る） 

このヨガクラスに、よくいらっしゃっていま

すね。 

→このヨガクラスに、よくいらっしゃってい

ますね。／ 

 オーストラリアで何をなさっているんです

か？ 

例文の追加。 

おうちは近いんですか？ 

→お宅は近いんですか？ 

例文の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 

T1（読んで

わかる） 

5. ~ ばと思っています 

→5. ~ ばと思っている 

項目の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 

ここではいろいろな人と知り合えるといい

な。 

→ここではいろいろな人と知り合えるといい

な。 

例文の赤字部分を追加。 

T1（ことば

と文化コラ

ム） 

2013年度 習い事ランキング 

→2017年度 習い事人気ランキング 
最新の情報（2017年度版）に内容をア

ップデート。 

 

＜トピック 2＞ 

T2（会話す

る） 

どれがいいでしょうか…。 

→どれがいいでしょうか。 

例文の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 

 

これは、どうやって使えばいいんですか。

→これは、どうやって使えばいいんです

か？ 

ホイトートという料理も教えてほしいな。 

→ホイトートという料理も、教えてほしい

な。 

T2（読んでわ

かる） 

キャベツはあらかじめ千切りにしておく。 

→キャベツは千切りにしておく。 

例文の変更に合わせて関連個所を削

除。 
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＜トピック 3＞ 

T3（会話

する） 

1. Vさ(せら) れる: 使役受身形 

－いつも無理に歌わされるから。 

2. V(さ) せる: 使役形 

－歌いたくない人に歌わせるなんて。 

3. V(さ) せてください 

－ぜひ参加させてください。 

→ 

1. V(さ) せてください 

－ぜひ参加させてください。 

2. Vさ(せら) れる: 使役受身形 

－いつも無理に歌わされるから。 

3. V(さ) せる: 使役形 

－歌いたくない人に歌わせるなんて。 

項目の提出順の変更に合わせて関連個

所をすべて修正。 

ときどき You Tubeで見ることがあります。 

→ときどきネットで見ることがあります。 
例文の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 
みんなで飲んで、話して、盛り上がりましょ

う。 

→みんなで飲んで、話して、楽しみましょう。 

T3（読ん

でわかる 

） 

6. ~と, ~ 

→6. Vと, ~ 

項目の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 

（なし） 

→8. ~かな(あ) 

－これも BEGINの特徴なのかな？／ 

 でもチケット取れるかなあ。 

項目の追加に合わせて例文も追加。 

 

＜トピック 4＞  

T4（会話

する） 

お調べいたします。／ご案内いたします。 

→お調べいたします。／ご案内いたします。／ 

 代わりに湯豆腐をお出ししましょうか？ 

例文の追加。 

食事は牛肉と豚肉を使わないで作っていただけ

ますか？ 

→食事は牛肉と豚肉を使わないで作っていただ

けますか？／ 

 プライベートのお風呂が付いた部屋にしてい

ただけませんか？ 

T4（読ん

でわか

る） 

三修館をお選びいただき、まことにありがとう

ございました。 

→三修館をお選びいただき、まことにありがと

うございました。／ 

 三修館をご利用いただき、まことにありがと

うございました。 

例文の追加。 

お客様／ご不快 

→お客様にはご宿泊の際、ご不快な思いをおか

けいたしました。 

例文変更に合わせて関連個所をすべて

修正。 

8. おります／ございます 

－お待ちしております。／ 

 うれしいかぎりでございます。 

→8. ~ております／~てございます 

－お客様のまたのお越しをお待ちしておりま

す。／ 

項目と例文の変更に合わせて関連個所

をすべて修正。 
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 おほめのことばをいただきまして、うれしい

かぎりでございます。 

 

＜トピック 5＞  

T5（会話

する） 

1. Vことにする／ Vことになる 

－来月からまた働くことにした。 

 シンガポールに行くことになった。 

2. ~ らしい 

－ジャカルタは大変だったらしいよ。 

3. ~ って 

－車が水に浸かっちゃったって。 

4. ~っけ 

－赤ちゃんは何歳になるんだっけ？ 

→ 

1. ~ らしい 

－ジャカルタは大変だったらしいよ。 

2. ~ って 

－車が水に浸かっちゃったって。／ 

 来年子どもが小学校入学だって。 

3. Vことになる／ Vことにする 

－シンガポールに行くことになった。 

 来年 4月から、また働くことにした。 

4. ~ だっけ 

－赤ちゃんは何歳になるんだっけ？ 

項目の提出順および例文の変更に合わ

せて関連個所をすべて修正。 

T5（読ん

でわか

る） 

5. ~ だろうかと… 

－一人で生活できるのだろうかと心配していま

す。 

6. Nばかり 

－テレビばかり見ています。 

7. ~ ようだ 

－今いろいろ準備しているようです。 

8. Vたがる 

－いろいろ誘うのですが、行きたがりません。 

→  

5. ~ ようだ 

－今いろいろ準備しているようです。 

6. Nばかり 

－テレビばかり見ています。 

7. Vたがる 

－いろいろ誘うのですが、行きたがりません。 

8. お・ご Vください 

－お身体に気をつけてお過ごしください。／ 

 ぜひご連絡ください。 

項目の削除、追加および提出順の変更

に合わせて関連個所をすべて修正。 

 

＜トピック 6＞  

T6（会話

する） 

これをかぶって行くつもりです。 

→これをかぶって行くつもりです。／ 

    そうするつもりです。 

例文の追加。 

名詞修飾 

→文＋N：名詞修飾 

項目の変更に合わせて関連個所を修

正。 

海賊が仲間といっしょに世界を冒険する話で 例文の追加 
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す。 

→海賊が仲間といっしょに世界を冒険する話で

す。／ 

その先生が死ぬ場面は、本当に何回読んでも泣

きます！ 

 

 

ちょっと長いかもねえ。 

→ちょっと長いかもねえ。 
例文の赤字部分を追加。 

 

＜トピック 7＞  

T7（会話

する） 

1. V (さ) せていただく 

－今日は見学させていただきます。 

2. ~ んでしょうか 

－何か違いがあるんでしょうか？ 

3. Vことになっている 

－道着は、みなさんに買ってもらうことになっ

ています。 

★~でしょうか  

－私にもできるでしょうか。 

★Vなければなりませんか 

－練習のときに着る服は、買わなければなりま

せんか。 

→ 

1. V (さ) せていただく 

－今日は見学させていただきます。 

2. Vことになっている 

－道着は、みなさんに買ってもらうことになっ

ています。 

3. ~ んでしょうか 

－何か違いがあるんでしょうか？／ 

 練習は、何曜日にあるんでしょうか？ 

★~でしょうか  

－私にもできるでしょうか？ 

★Vなければなりませんか 

－練習のときに着る服は、買わなければなりま

せんか？ 

項目の提出順および例文の変更に合わ

せて関連個所をすべて修正。 

T7（読ん

でわか

る） 

4. Nである 

－難しい問題である。 

5. Vていく 

－武道が日本から離れ、世界に広まっていく中

で、……武道の本来の精神が失われていく。 

6. Vべき 

－良いことであると考えるべきなのだろうか。 

→  

4. Vていく 

－武道が日本から離れ、世界に広まっていく中

で、……武道の本来の精神が失われていく。 

5. Vべき 

－良いことであると考えるべきなのだろうか。 

6. ~である 

－難しい問題である。 

 

項目の提出順に合わせて関連個所をす

べて修正および例文 4の赤字部分を追

加。 
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＜トピック 8＞  

T8（会話

する） 

いいのが出てるようですけど。 

→いいのが出てるようですけど。／ 

 音声も出るようですよ。 

例文の追加。 

★Vたら／V(れ)ばいい 

→★Vたら／V(れ)ば 

項目の変更に合わせて関連個所をすべ

て修正。 

T8（読ん

でわか

る） 

人気の理由の一つは、夢をかなえるひみつ道具

だろう。 

→人気の理由の一つは、夢をかなえるひみつ道

具だろう。／ 

 ドラえもんの道具の中では最もポピュラーな

道具と言えるだろう。 

例文の追加。 

6. もしも~ たら 

－「もしも世界が～だったら」 

→ 

6. ~たら~のに 

－昔の自分に会えたら、いろいろとアドバイス

できるのに… 

7. もしも~ たら 

－「もしも世界が～だったら」 

項目の追加と提出順の変更に合わせて

関連個所をすべて修正。 

 

＜トピック 9＞  

T9（会話

する） 

2. Vているうちに 

－踊っているうちに、みんなが仲間っていう感

じになりました。 

3. Vていました 

－すごい祭りって聞いていました。 

→ 

2. Vていた 

－すごい祭りって聞いていました。 

3. Vているうちに 

－踊っているうちに、みんなが仲間っていう感

じになりました。 

項目の追加と提出順の変更に合わせて

関連個所をすべて修正。 

T9（読ん

でわか

る） 

4. ~ わけだ／というわけで、~ 

－・・・・・・。で、これがずっと続くわけで

す。 

 というわけで、この「プレゼント交換マラソ

ン」は果てしなく続いたのでした。 

5. ~ たとしたら 

－親戚が 10人集まって、みんながそれぞれに

プレゼントしたとしたら、・・・・・・。 

6. ~ のでした 

－というわけで、この「プレゼント交換マラソ

ン」は果てしなく続いたのでした。   

→ 

4. ~ わけだ 

－これがずっと続くので、なかなか終わらない

わけです。 

5. というわけで、~ 

－・・・・・・。というわけで、この「プレゼ

項目の追加と、項目の提出順および例

文の変更に合わせて関連個所をすべて

修正。 
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ント交換マラソン」は果てしなく続いたのでし

た。  

6. ~ たとしたら 

－親戚が 10人集まって、みんながそれぞれに

プレゼントしたとしたら、・・・・・・。  

7. ~ のでした 

－・・・・・・。というわけで、この「プレゼ

ント交換マラソン」は果てしなく続いたのでし

た。  

 
 

 

 

 


