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§１ 文型Ⅰ 第１・２文型
１．The man | seldom comes | here | late.
Ｓ

Ｖ

Ｍ

Ｍ

その男はめったにここに遅れては来ない。
２．He came | to my house | last night.
Ｓ Ｖ

Ｍ

Ｍ

彼は昨夜私の家にやって来た。
３．She is | a very kind girl.
Ｓ Ｖ

Ｃ

彼女はとても親切な少女だ。
４．She looks | very kind.
Ｓ

Ｖ

Ｃ

彼女はとても親切そうだ。
１．Ｓ＋Ｖ(＋Ｍ[副詞])
英語の文は普通，話題の中心となるＳ[Subject＝主語]と，Ｓの動作を述べるＶ[Verb]から成る。
Ｓには(形容詞＋)名詞や代名詞，Ｖには(助動詞＋)動詞が用いられる。ＳとＶだけで成り立つ文が第
１文型だが，動作がいつ，どこで，どのように行われたか説明したい場合は，Ｍ[Modifier＝修飾語]
を加える。Ｍが１語の場合は副詞を使う。
①頻度…always｢常に｣ often｢頻繁に｣ rarely｢めったにない｣ never｢1 度もない｣
②場所…there｢そこに｣ home｢家に｣ up｢上へ｣ abroad｢外国に｣
③様態…well｢よく｣ alone｢一人で｣ hard｢熱心に｣ hotly｢熱く｣
④時間…today｢今日｣ tonight｢今晩｣ now｢今｣ before｢以前に｣
①は一般動詞の直前，be 動詞・助動詞の直後に，②～④は文末に置くことが多い。
２．Ｓ＋Ｖ＋Ｍ[前置詞句]
Ｍには前置詞句［前置詞＋(形容詞＋)名詞・代名詞］も使われる。ただし，限定語[all, every, last,
next, this...]＋時間を表す名詞[day, morning, year...] のような形では前置詞が省略される。
３．Ｓ＋Ｖ＋Ｃ[名詞]
Ｓ＋Ｖの後に，Ｓの状態を補足説明するＣ[Complement＝補語]が置かれると第２文型になる。Ｖ
に be[become]，Ｃに(形容詞＋)名詞が使われると｢ＳはＣである[Ｃになる]｣の意味になる。Ｓ＝Ｃ
の関係になる点に注意。
４．Ｓ＋Ｖ＋Ｃ[形容詞]
Ｃには形容詞を使うこともできる。この形では様々な自動詞が使われる。
①｢Ｃになる｣…become, come, fall, get, go, grow, run, turn
②｢Ｃのままだ｣…keep, remain, stay
③｢Ｃのようだ｣…appear, look, seem, sound
④｢Ｃの状態でＶする｣…break｢壊れる｣, die, lie｢横たわる｣, live, return｢戻る｣, sit, stand
⑤知覚動詞…feel｢C の感じがする｣ smell｢C の匂いがする｣ taste｢C の味がする｣
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⑴ 下線部に注意して，各文を和訳せよ。
① ｱ. My friend married in Tokyo.
ｲ. My friend in Tokyo married.
② ｱ. The girl appeared silent.
ｲ. The girl appeared silently.
⑵ 和訳せよ。
There is a peach tree in a corner of the garden. The fruit smells sweet, and tastes very nice.
The tree does not grow very tall. It is getting warmer day by day, and the peaches are becoming
larger and larger on the branches.
<注> peach tree｢桃の木｣ day by day｢日に日に｣ ~er and ~er｢だんだん～｣

⑶ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。
Bread was not always so easily obtainable.

<関西学院大>

There have been times ①when it has been

scarcely, and there may have been a time long ago when human beings lived on other food. ②It
was a period thousands of years before the earliest histories were written.
<注> obtainable＜obtain｢手に入る｣ scarcely=hardly

live on ~｢～を常食とする｣

① 下線部①には誤りが１つある。それを指摘して訂正せよ。
② 下線部②を和訳せよ。

⑷ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。

<愛知大>

In the summer of 1959, something went wrong in the power plant that provides New York with
electricity. New York can be very hot in the summer and this year was no exception. Cool,
air-conditioned apartments became furnaces. ①Food went bad in refrigerators. ②Cakes and
meat remained uncooked in cooling ovens, and people sat impatient and frightened in the dark.
<注> power plant｢発電所｣ provide ~ with…｢～に…を供給する｣ electricity｢電気｣ exception｢例外｣
air-conditioned｢エアコン付きの｣ furnace｢(暖房)炉｣ refrigerator｢冷蔵庫｣ impatient｢いらいらして｣
frighten｢おびえさせる｣

① 下線部①と同じ文型の文を１つ選べ。
ｱ. His son became a sailor.
ｲ. She admired the baby.
ｳ. The man stood up abruptly.
② 下線部②を和訳せよ。
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§３ 句Ⅰ 動名詞
１．｢ Reading books ｣ is interesting.
Ｓ

Ｖ

Ｃ

本を読むことは面白い。
２．My pleasure is ｢ reading books ｣.
Ｓ

Ｖ

Ｃ

私の楽しみは本を読むことだ。
３．I like ｢ reading books ｣.
Ｓ Ｖ

Ｏ

私は本を読むことが好きだ。
４．I get knowledge ｢ by reading books ｣.
ＳＶ

Ｏ

Ｍ

私は本を読むことによって知識を得る。
１．Ｓとしての動名詞
動名詞は‘動詞の原形-ing’の形で｢－すること｣の意味になり，名詞と同様に文のＳ・Ｃ・Ｏとし
て使うことができる。単独で Reading is interesting. のようにも使えるが，元は動詞であるから後
ろに C´・O´・M´を伴って名詞句として使うことが多い。（句とは，２語以上で１つの品詞と同じ働き
をするものを言う。）句がどこからどこまでか分かり易いように「 」で囲むことにしよう。
２．Ｃとしての動名詞
動名詞は第２文型のＣとして使うことができるが，第５文型のＣとしてはまれ。
３．Ｏとしての動名詞
動名詞は第３文型のＯ（第４文型は極めてまれ）として①のような動詞と共に用いると，｢－する
ことをＶする｣の意味になる。
①avoid｢避ける｣ enjoy｢楽しむ｣ finish｢終える｣ give up｢あきらめる｣ mind｢嫌に思う｣
put off｢延期する｣
また，②の動詞と共に使うと，｢－したことを V する｣の意味になる｡
②admit｢認める｣ deny｢否定する｣ forget｢忘れ(てい)る｣ regret｢後悔する｣ remember｢覚えて
いる；思い出す｣
４．前置詞のＯとしての動名詞
動名詞は前置詞のＯとしても使うことができる。いくつか例を挙げておこう。
①after －ing｢－した後｣

②before －ing｢－する前に｣

③besides －ing｢－する以外に｣

④by －ing｢－することによって｣

⑤for －ing｢－したために，－するための｣

⑥of －ing｢－する[した]という｣

⑦in －ing｢－する時[際，場合]に｣

⑧on －ing｢－するとすぐに｣

⑨without －ing｢－せずに｣

⑩worth －ing｢－する価値のある｣
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⑴ 下線部に注意して，各文を和訳せよ。
① ｱ. My sister is collecting shells.
ｲ. My hobby is collecting shells.
② ｱ. Barking dogs do not bite.
ｲ. Walking dogs is good exercise.
⑵ 和訳せよ。
I like reading. We learn a lot of things by reading books. Reading books means enlarging
knowledge. Reading makes us wise and learned.
I like writing, too. We cannot write well without thinking over the matter deeply. Writing on
something is creating a thing. Writing makes us accurate.
<注> enlarge｢広げる｣ learned｢学識豊かな｣ accurate｢正確な｣

⑶ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。
<国士舘大>
We can control enjoyment of life to some extent and most decisions are made with this in mind.
Take ①buying a car, for example. This is something we do to make transportation easier for
ourselves. ②Being employed is another way we improve our lifestyle. ③Working means we
receive a salary which enables us to buy things we need and want.
<注> to some extent｢ある程度｣ transportation｢輸送｣ improve｢改善する｣

① 下線部①に最も近い用法のものを１つ選べ。
ｱ. He denied knowing anything about the case.
ｲ. The child running about in the garden is my youngest son.
ｳ. I am sorry I have kept you waiting so long.
② 下線部②を和訳せよ。
③ 下線部③に最も近い用法のものを１つ選べ。
ｱ. Keeping promises makes a man trusted.
ｳ. On leaving school, he went into business.

ｲ. I remember seeing her somewhere before.

⑷ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。
<上智大>
Often, ①people can help themselves by learning to check the time almost hourly. Do that
regularly for a few weeks, and you’ll probably find yourself doing much better. Even those who
have problems with their internal biological clocks can train themselves in this way. ②Putting
an alarm clock at the other end of the room so that you have to get out of bed to turn it off will help
in getting up on time.
<注> internal biological clock｢体内時計｣

① 下線部①の意味として最も適当なものを１つ選べ。
ｱ. 毎時間のように時計をたしかめる習慣を身につければためになる
ｲ. 自分を助けるには勉強をし，ほとんど毎時間ごとに時間を抑制することである
ｳ. 時間をほぼ一時間おきに検討して学習すれば自分のためになる
ｴ. 勉強の結果として一時間おきに時間がわかるようになれば自身の役にたつ
② 下線部②を和訳せよ。
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§７ 節Ⅰ ｔｈａｔ
１．[ That he had good marks ] is certain.
Ｓ

S´ V´

O´

Ｖ Ｃ

彼が良い点を取ったということは確かだ。
２．He is happy [ that he had good marks ].
Ｓ Ｖ Ｃ

Ｍ

S´ V´

O´

彼は良い点を取ったことについて喜んでいる。
３．He studied | so hard [ that he had good marks ].
Ｓ

Ｖ

Ｍ

Ｍ

S´ V´

O´

彼はとても熱心に勉強したので良い点が取れた。
４．He is | the only student [ that had good marks ].
Ｓ Ｖ

Ｃ

Ｍ S´ V´

O´

彼は良い点を取ったただ１人の学生だ。
１．名詞節を導く接続詞 that
２語以上で１つの品詞の働きをし，その中に S´＋V´の形を含むものを節と言う。節が文中でどの
要素［Ｓ・Ｃ・Ｏ・Ｍ］になっているか判断しやすいように，[ ] でくくって読んでいくことにし
よう。
that は名詞節・形容詞節・副詞節の３種類全てで使えるが，that の後に完全な文がきて，その節
が文のＳ・Ｃ・Ｏになる場合，その that は名詞節を導く接続詞で，｢…ということ｣の意味になる。
例文はＳとしての that 節だが，形式主語を用いた It is certain that he had good marks. に言い換
えることができる。また，この that 節は他に真目的語(①)や同格節(②)として使うことも可能。
①I think it certain that he had good marks.｢彼が良い点を取ったということを確かだと私は思う｣
②The story that he had good marks is true.｢彼が良い点を取ったという話は本当だ｣
２．副詞節を導く接続詞 that
この that 節は次の２つの形が多い。直前の前置詞が省略された名詞節とも考えられる。
①人＋is＋感情を表す形容詞＋that＋S´＋V´…｢S´が…ということに人は～している｣
②人＋is＋性質を表す形容詞＋that＋S´＋should＋原形…｢S´が…するとは人は～だ｣
３．相関構文で用いられる接続詞 that
so や such と共に用いる that 節で，程度・目的・結果などの意味の副詞節を導く。
①so＋形容詞・副詞 [such＋名詞]＋that…｢とても～なので…；…するほど～｣
②~ so that＋S´＋can[will, may]＋原形…｢S´が…できる[する]ように～｣
③~ , so that＋S´＋V´…｢～，それで[その結果]S´は…する｣
４．形容詞節を導く関係代名詞 that
名詞の直後の that に S´か O´か C´のない不完全な文が続く場合，that 節は直前の名詞[先行詞]を
修飾する形容詞節で，that は関係代名詞である。また，that の後に完全な文が続いて形容詞節にな
ることがあり，その that は関係副詞だが，省略することが多い。
①関係代名詞…This is the way that he found.｢これが彼が発見した方法だ｣
②関係副詞…This is the way that he found it.｢これが彼がそれを発見した方法だ｣
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⑴ 下線部に注意して，各文を和訳せよ。
① ｱ. The man showed me that his house was big.
ｲ. The man that showed me his house was big.
② ｱ. He studied hard so that he could have good marks.
ｲ. He studied hard, so that he had good marks.
⑵ 和訳せよ。
Be grateful every morning when you get up that you have something to do that day that must
be done. Being forced to work will help you develop strength of character. The idle will never
know the hundred virtues that work provides.
<注> grateful｢感謝して｣ strength<strong

virtue｢美徳｣

⑶ 下線部を和訳せよ。

<関西学院大>

That the American educational system is going through a difficult period is not to be doubted,
and perhaps other countries will be able to see from the American experience the importance of
maintaining standards. It may be that we can observe the effects on society in general of a
lowering of educational standards, and that we can also draw conclusions about the effects of a
decline in the relative importance of literature and the arts.
<注> observe｢観察する｣ in general｢一般の｣ conclusion｢結論｣ decline=lowering

relative｢相対的な｣

⑷ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。

<武蔵大>

Life seems to consist largely of little things, ― small insignificant events ①that we might
think were of no importance. I noticed when I meet the “Old Boys” and we talk of the “Good Old
Days” of long ago when we were young together in the “Old School" ②that it is the little things
we remember. ③It is the minor happenings that have been stored away in our memory and
come back to our minds.
<注> consist of ~｢～から成っている｣ store ~ away｢～をしまっておく｣

① 下線部①の that は次のどの用法か，１つ選べ。
ｱ. 名詞節を導く接続詞

ｲ. 副詞節を導く接続詞

ｴ. 目的格の関係代名詞

ｵ. 関係副詞

ｳ. 主格の関係代名詞

② 下線部②と同じ用法の that が用いられている文を１つ選べ。
ｱ.Did you read the letter that came today?
ｳ.It is I that am to blame.

ｴ.It was such a lovely day that we decided to go on a picnic.

ｵ.These are the books that you lent me.
③ 下線部③を和訳せよ。

ｲ.He knew that we are close friends.
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§15 文Ⅰ 倒置
１．Out of the house | came a man. Away | he went.
Ｍ

Ｖ

Ｓ

Ｍ

Ｓ Ｖ

その家から１人の男が出てきたのだ。彼は行ってしまったのだ。
２．Happy | was the man. Happy | she made him.
Ｃ

Ｖ

Ｓ

Ｃ

Ｓ

Ｖ Ｏ

その男は幸せだったのだ。彼女は彼を幸せにしたのだ。
３．Something | the man said. Something | he told her.
Ｏ

Ｓ

Ｖ

Ｏ

Ｓ Ｖ IO

何かをその男は言ったのだ。何かを彼は彼女に言ったのだ。
４．Nothing | did the man say. Seldom | did he talk to her.
Ｏ

Ｓ

Ｖ

Ｍ

Ｓ Ｖ Ｍ

何もその男は言わなかったのだ。めったに彼は彼女に話しかけなかったのだ。
１．修飾語の倒置
Ｓ＋Ｖ＋Ｍの文でＭを強調のために文頭に出した場合，次の語順になることが多い。
①Ｍが時間→Ｍ＋Ｓ＋Ｖ…Yesterday he came.
②Ｍが場所→❶Ｍ＋Ｓ[代名詞]＋Ｖ…In he came. ❷Ｍ＋Ｖ＋Ｓ[名詞]…In came Tom.
③Ｍが様態→Ｍ＋疑問文の語順…Safely did he come. <普通は文頭に置かない副詞に限る>
２．補語の倒置
第２文型や第５文型のＣを文頭に出した場合は次の語順が多い。
①第２文型→❶Ｃ＋Ｓ[代名詞]＋Ｖ…Happy he was. ❷Ｃ＋Ｖ＋Ｓ[名詞]…Happy was Tom.
②第５文型→Ｃ＋Ｓ＋Ｖ＋Ｏ…Happy I thought him (to be).
Ｃの位置に現在分詞や過去分詞がきても語順は同じである。なお，①でＳが代名詞でも修飾節を
伴って長くなる場合は❷の語順になることが多い。
e.g. Happy is he who is in good health.｢幸せなのは健康な人だ｣
３．目的語の倒置
第３・４文型のＯを文頭に出す場合，Ｓが名詞であれ代名詞であれ，Ｏ＋Ｓ＋Ｖ(＋IO)の語順が多
い。また，他動詞句[`自動詞+前置詞'など]のＯも‘Ｏ＋Ｓ＋他動詞句’が普通。
４．否定語の倒置
ＭやＣやＯが否定語であったり否定語を伴う場合は，後ろに疑問文の語順が続く。
e.g. Not a word did he say about it.｢それについて一言も彼は言わなかった｣
また，疑問文や感嘆文など，慣用的に倒置を用いる形がある。重要な例を挙げよう。
①条件構文…Were he rich, he would not work.｢金持ちであれば彼は働かないだろう｣
②譲歩構文…Be he ever so rich, he should work.｢彼がどんなに金持ちであれ，彼は働くべきだ｣
③So＋Ｓ＋Ｖ…“He is rich.” “So he is.”｢彼は金持ちだ｣｢実際そうだ｣<V には助動詞や be 動詞>
④So＋Ｖ＋Ｓ…“He is rich.” “So is she.”｢彼は金持ちだ｣｢彼女もそうだ｣
⑤Neither[Nor]＋Ｖ＋Ｓ…“He isn’t rich.” “Nor is she.”｢彼は金持ちではない｣｢彼女も違う｣
⑥Ｓ＋Ｖ＋Ｃ・Ｍ＋Ｏ…He made known his plan.｢彼は自分の案を明らかにした｣
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⑴ 下線部に注意して，各文を和訳せよ。
① ｱ. Living in the country is a man who is in good health.
ｲ. Living in the country the man considers to be good for the health.
② ｱ. In not many years Christmas will fall on Sunday.
ｲ. In not many years will Christmas fall on Sunday.
⑵ 和訳せよ。
The greater part of the past events we can know nothing about; many of them we know only
imperfectly; and even the few events that we think we know for sure we can never be absolutely
certain of.
<注>absolutely｢絶対的に｣

⑶ 和訳せよ。

<東京外国語大>

Toil he must who goes mountaineering: but out of the toil comes strength (not merely muscular
energy ― more than that), an awakening of all the faculties; and from the strength arises
pleasure.
<注> toil｢苦労(する)｣ mountaineer｢登山をする｣ muscular<muscle｢筋肉｣ awakening｢目覚め｣
all the faculties｢肉体の全器官｣ arise｢生じる｣

⑷ 次の英文を読んで，後の問に答えよ。

<関西大>

①Closely associated with the regression in charity is the decline in the values placed on truth.
②At no period of the world’s history has organized lying been practiced so shamelessly or, thanks
to modern technology, so efficiently or on so vast a scale as by the political and economic dictators
of the present century. Most of this organized lying takes the form of propaganda, encouraging
hatred and vanity, and preparing men’s minds for war. The principal aim of the liars is the
eradication of charitable feelings and behaviour in the sphere of international politics.
<注> associate ~ with…｢～を…と結び付け(て考え)る｣ regression｢後退｣ charity｢慈善(の心)｣ decline｢低下｣
organize｢組織化する｣ shamelessly｢恥知らずにも｣ dictator｢独裁者｣ propaganda｢宣伝活動｣ hatred｢嫌悪｣
vanity｢虚栄心｣ principal｢主な｣ eradication｢根絶｣ charitable｢慈悲深い｣ in the sphere of ~｢～の領域で｣

① 下線部①を普通の語順の文に書き換えよ。
② 下線部②を和訳せよ。

§１ 文型Ⅰ 第１・２文型
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⑴ ① ｱ. 私の友人が東京で結婚した。
ｲ. 私の東京の友人が結婚した。
② ｱ. その少女はおとなしそうだった。
ｲ. その少女は静かに現れた。

⑵ 庭の隅に桃の木がある。その実は甘い香りがして，とてもおいしい。木はあまり大きくならない。
日増しに暖かくなっていて，桃は枝にぶらさがってだんだん大きくなってきている。

⑶ ① scarcely → scarce
② 全訳参照
【全訳】 パンはいつもそれほど容易に手に入るわけではなかった。パンはほとんどなかった時代があ
り，人間が他の食べ物を常食としていた時代が昔あったかもしれない。それは最も初期の歴史が記
述される何千年も前の時代のことだった。

⑷ ① ｱ
② 全訳参照
【全訳】 1959 年の夏，ニューヨークに電力を供給する発電所に何か故障が起こった。ニューヨークは
夏には非常に暑くなることがあり，この年も例外ではなかった。涼しい，エアコン付きのアパート
が暖房炉になった。食べ物は冷蔵庫の中で腐った。ケーキや肉は冷たくなっているオーブンの中で
調理されないままであり，人々は暗闇の中でいらいらしておびえて座っていた。

