■解

【文法】 Be の疑問文，Do の疑問文

答

【Point】 ＜番号＞は本誌の「単語番号」です。語句に「訳」がついているものは本誌に掲

〇 10

【Point】<89>of，<30>the others

載できなかった「イディオム」などです。ここで覚えてしまいましょう。
【文法】 問題文に含まれている文法項目です。

【文法】 other の用法
〇 11

【解答】 ③
【Point】<2298>seat，<1>will，<532>Thatʼs kind of you.「ご親切にどうも（ありがとう）」，

【文法】
〇 12

<55>right

【文法】 受動態の疑問文，意志未来（will）
【解答】 ①
【Point】<35>either，<34>both

【文法】 現在時制，Be 動詞の疑問文，Do の疑問文
〇4

【文法】 do（代動詞）
〇5

【文法】 現在進行形

【文法】 接続詞（so, since）

〇 16

【解答】 ②
【Point】<602>number，<912>limit A to B，<415>so，<568>move
【文法】 主語と動詞の一致

〇 17

【解答】 ③
【Point】<714>recent，<377>research，<256>suggest (that) S V，<477>five- to 16-yearolds「5 ～ 16 歳の子ども」＊ a five-year-old「5 歳の子ども」，<69>〔句〕up to A，
「A
（時間）
をインターネットで費やしている」
（online は副詞）
，
<266>spend A online

spend A doing
【文法】 現在進行形
〇 18

【解答】 ③

【Point】<222>want to do

【Point】<128>think (that) S V，<4>canʼt be，<539>true

【文法】 Do の疑問文

【文法】 助動詞（can）の否定

【解答】 ②
【Point】<222>want A to do，<268>call A back「A（人）に折り返し電話する」，<755>later
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【解答】 ②
【Point】<42>most of the A，
「修学旅行」
<1099>be interested in A/doing，
<349>a school trip

【文法】 現在時制，Do の疑問文

〇9

(3)- ①

【文法】 不定代名詞（most）＊名詞に the がつくときは most of the A とする。＊ almost
は副詞なので almost A も almost of A も誤り。

【解答】 ③

【解答】 ④

(2)- ②

【文法】 Be 動詞の疑問文，（現在・過去）進行形
〇 15

【Point】<128>think (that) S V，<584>Do you have the time?「今何時ですか」，<810>half
past nine「9 時半」
〇8

【解答】 (1)- ③

【Point】<580>save (up) for A「A（物・事）のために貯金する」，<95>come over「（人の家に）
やって来る」，<764>perhaps，<221>Iʼd love to (do).「ぜひ（…）したい」

【解答】 ②
【Point】<415>so，<14>had better，<98>keep A done，<453>since，<451>because

〇7

〇 14

【解答】 library
【Point】<97>look for A，<71>over there「あそこの，向こうの」，<260>allow A to do，
」，<425>library
<584>at a time「一度に（…ずつ）

〇6

【文法】 進行形，形式主語（it）＊真主語は (that) they were ...

【解答】 ③
【Point】<415>so much「そんなにたくさん」，
<127>〔句〕at work，
<640>free time「ひまな時・
余暇」

【解答】 ②
【Point】<21>how，<117>kid，<218>start school「学校に通い始める」，<543>not too long
ago「それほど昔ではない」

【解答】 ①
【Point】<83>be from，<132>speak with A，<758>sometimes

now

【文法】 現在時制，未来時制
〇 13

【文法】 Do の疑問文
〇3

【解答】 ④
【Point】<12>should，<1027>take a message*「伝言を引き受ける」，<177>tell A that S V，

<568>move

〇2

【解答】 ②
【Point】<607>Do/Would you mind doing?（＊答え方），<97>〔句〕look after

1．適語句・適文選択（1）
〇1

【解答】 ④

〇 19

【解答】 ①
【Point】<569>lose the game，<134>care about A，<409>result，<81>not ... at all「まった
く…ない」，<414>as long as S V「…する限り，…するならば」
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【文法】
〇 20

〇 31

【解答】 ①

【Point】<759>actually，<131>talk to you later「またね〔電話〕」，<268>call A back「A（人）
に折り返し電話する」

【Point】<135>walk，<139>arrive at A（場所），<192>bring A to B

【文法】 Be 動詞の疑問文，完了形

【文法】 過去形，無生物主語
〇 21

【解答】 (1) ①， (2) ②

〇 32

【文法】 過去時制・現在時制
【解答】 ②
【Point】<752>never，<546>would rather do

【文法】 過去完了
〇 33

【解答】 ①
【Point】<2089>communicate，<451>because，<54>before，<610>〔句〕come of age

【文法】 Be 動詞の疑問文，完了形の受動態
〇 34

【解答】 ①
【Point】<455>although，<44>a little，<130>increase，<292>say that S V，<193>pay

【文法】 現在完了（否定文）
〇 35

【解答】 ①
【Point】<14> ʼd better，<218>start doing，<57>then，<2>be going to
【文法】 未来時制（be going to do）

〇 26

【文法】 現在完了進行形
〇 36

【文法】 現在完了の疑問文・否定文
う。

【文法】 現在進行形，未来進行形，時制の一致
【解答】 ②
【Point】<64>Here is/are S，<530>be sure (that) S V，<253>hope (that) S V

〇 37

【解答】 ③
【Point】<261>expect，<5>will be able to do，<778>like
【文法】 形式主語（it），未来時制，
「（今から）…後に」は「in ＋期間を表す語句」で表す。「期
間を表す語句＋ after/later」は「（過去の時点から）…後に」の意味。

〇 29

【文法】 助動詞＋完了形
〇 30

<375>have

【文法】 現在完了
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experience of/with A

【解答】 ③
【Point】<642>even though，<99>〔句〕feel like S V「…のように感じる」，<1991>hardly，
<1352>quiet

【文法】 現在完了
〇 39

【解答】 ④
【Point】<721>only，<415>so，<4>canʼt have done，<139>arrive at A

【解答】 ①
【Point】<291>know about A，<40>a lot of ＊ a lot「とても，よく」
（副詞として使う），

【解答】 ①

【文法】 現在完了
〇 38

【解答】 ②
【Point】<55>by now「今ごろはもう［すでに］」，<7>must have done

＊過去の時点を表す語句があるときは「過去形」を使

【Point】<21>How are you doing?「調子はどう？」，<376>start a new job「新しい仕事［職］
につく」，<127>working hours「勤務時間」，<2919>quit

【文法】
〇 28

【解答】 ④
【Point】<61>Have you ever been to ...「…へ行ったことがありますか」，<752>have never
been to ...「…へ行ったことがない」 ＊ have gone to ... は「行ってしまった」
（
《米》
では「行ったことがある」の意味でも使う）

【解答】 ③
【Point】<261>expect <128>think (that) S V，＊③の will be doing は「予定」を表す

〇 27

【解答】 ②
【Point】<754>be almost there「もう少しで（目的地に）着く」，<62>yet，<12>should（強い
推量）
，<810> in half an hour「30 分以内に」

【文法】 接続詞（although）
〇 25

【解答】 ②
【Point】<676>eat，<453>since，<635>last

【文法】 接続詞（because, before）
〇 24

【解答】 ③
【Point】<1198>〔句〕for sale，<67>on sale，<410>at the end of A

【文法】 Do の疑問文，過去時制
〇 23

【解答】 ②
【Point】<767>finally，<543>too ～ to do，<57>by then で「そのときまでに（は）」 ＊①は
接続詞として，by the time S V「…するまでには（すでに）」のように使う。

【Point】<265>program，<632>by chance，<1099>be/become interested in A
〇 22

【解答】 ②

【文法】 助動詞＋完了形
〇 40

【解答】 ①
【Point】<15>what，<217>like to do，<216>listen to A，<339>all kinds of A
【文法】 疑問詞の疑問文（what）
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〇 41

【解答】 ③
【Point】<8>have to，<581>catch，<26>one，<65>in ... minutes，<71>over there「あそこの，
向こうの」

【Point】<703>Whatʼs the matter (with ...)?，<724>how often，<33>every
【文法】 疑問詞の疑問文（what, how）
〇 52

【文法】 代名詞（one），助動詞（have to），疑問詞の疑問文（which）
〇 42

【Point】<21>how，<545>〔句〕so far，<251>plan to do，<31>another ＋数詞＋複数名詞

【解答】 ②
【Point】<20>why，<137>rise

【文法】 疑問詞の疑問文（how），意志未来（will）
〇 53

【文法】 現在進行形，疑問詞の疑問文（why）
〇 43

【Point】<20>Why donʼt we do?「…しませんか」，<99>〔句〕feel like A，<217>would like

【文法】 疑問詞の疑問文（why）
〇 54

【文法】 疑問詞の疑問文（why, what）
〇 44

【文法】 疑問詞（what）が主語

【文法】 疑問詞の疑問文（what time），「未来・予定」を表す進行形
〇 55

【解答】 ②
【Point】<291>know，<545>how far ...?「どれくらい離れて〔距離〕」
（＊ how long ...? は時間・
物などの「長さ」をたずねる），<547>quite，<505>close

【文法】 疑問詞の疑問文（what），「予定」を表す進行形
〇 56

【文法】 助動詞の疑問文，疑問詞の疑問文（how）

【文法】 疑問詞（what）が主語，接続詞（when）
【解答】 ①

〇 57

〇 48

〇 58

【Point】<266>spend A doing，<415>I think so.「そう思う」，<21>how often，<584> ...

【文法】 疑問詞の疑問文（why），現在完了，意志未来（will）

times a week
〇 49

〇 59

〇 60

【文法】 疑問詞の疑問文（which）
〇 51
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【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（how）

【解答】 ③
【Point】<17>which，<69>〔句〕(be) up to A
【解答】 ②

【解答】 ①
【Point】<21>how，<399>weekend

【文法】 疑問詞の疑問文（what），未来時制（be going to do）
〇 50

【解答】 ③
【Point】<20>Why donʼt we do?「…しませんか」，<21>How about A/doing?「…は［…する
のは］どう？」

【解答】 ④
【Point】<2>be going to，<510>in particular ＊② <607>keep A in mind「A（事）を心に留
めておく」，③の have A on oneʼs mind は「A（事）が気掛かりで」という意味。

【解答】 ③
【Point】<953>pick up A [A up]，<20>why donʼt you do?「…したらどうですか」，
<581>catch，<65>in ... minutes

【解答】 ②

【文法】 Do の疑問文，疑問詞の疑問文（how）

【解答】 ④
【Point】<951>thanks for A「A をありがとう」，<8>have got to ＝ have to，<221>Iʼd love
to (do).「ぜひ（…）したい」，<20>Why donʼt you do ?「…したらどうですか」
〔提案〕

【Point】<20>Why donʼt we do?「…しませんか」，<303>〔句〕for a change「気分転換に，た
まには」，<256>suggest S (should) do，<75>by bus
【文法】 疑問詞の疑問文（why）

【解答】 ②
【Point】<217>Would you like to do?「…しませんか」，<93>go out to/for A「A（食事など）
〔提案〕，<707>a great
に出かける」，<57>then，<21>how about ...?「…はどう？」
idea，<35>either，<69>〔句〕up to A

【解答】 ④
【Point】<15>what，<128>think of A，<607>come to mind「心に浮かぶ」

〇 47

【解答】 ③
【Point】<953>pick up A [A up]

【文法】 Do の疑問文，疑問詞の疑問文（how）
〇 46

【解答】 ④
【Point】<642>even if S V，<346>on the way「途中で」，<211>make it「（場所に）たどり着く，
間に合う」

【解答】 ①
【Point】<452>Itʼs been a while.「しばらくぶりだね」，<192>bring，<95>come to do

〇 45

【解答】 ①
【Point】<20>Why donʼt we do?「…しませんか」，<579>take a break，<11>That would be
great.「それはいいね」

【解答】 ④

to do

【解答】 ③

〇 61

【解答】 ①
【Point】<415>so「それで」
〔文頭で使う〕，<21>how，<450>than
【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（how）
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〇 62

【解答】 ①

<12>should

【Point】<177>tell A (that) S V，<756>usually，<645>together
【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（how）
〇 63

【文法】 間接疑問，助動詞＋完了形
〇 73

【解答】 ④

【文法】 助動詞＋完了形

【文法】 間接疑問
〇 74

【解答】 ②

〇 65

【文法】 間接疑問
〇 75

【Point】<291>know where S V，<2>be going to，<188>build

【Point】<19>where，<20>why，<725>really，<16>with whom?「だれと（一緒に）？」

【文法】 間接疑問，未来時制（be going to do）
〇 76

【文法】 助動詞（can）の疑問文，間接疑問
〇 77

【文法】 現在完了の疑問文，疑問詞の疑問文（how）

【Point】<222>want to do，<956>borrow，<515>paper「レポート」，<291>know what time
S V「何時に…か知っている」

【Point】<176>it takes A（人）B（時間）to do ...，<21>how long ...?

【文法】 間接疑問
〇 78

【解答】 ②

【文法】 助動詞（can）の疑問文，疑問詞の疑問文（how）

【文法】 接続詞（so），間接疑問
〇 79

【解答】 ④

【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（how）

【文法】 助動詞の疑問文，間接疑問
〇 80

【解答】 ①
【文法】 Do の疑問文，疑問詞の疑問文（what）
【解答】 ④
【Point】<20>why，<296>answer，<449>when
【文法】 否定疑問文（why） ＊答えの内容が肯定なら Yes，否定なら No を使う。ただし，
本問の正解では Yes が省略されている。

〇 72
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【文法】 疑問詞の疑問文（what），間接疑問
〇 81

【解答】 ④
【Point】<15>know what (A) to do，<1673>give A advice「A（人）に助言する」，
<267>depend on what S V，

【解答】 ③
【Point】<291>know where S V「どこに…か知っている」，<177>tell A (that) S V，

【解答】 ②
【Point】<259>What can I help you with?「どのようなご相談ですか」，<9>Could you
(please) ...?「…していただけますか」
〔依頼〕，<177>tell A how to do「A にどのよ
うに…するかを話す［教える］」
，<27>All S have/has to do is (to) do「S は～しさ
えすればよい」
（＊ to は省略できる），<343>type A (in) [(in) A]

【Point】<1455>to tell (you) the truth「本当のことを言うと」
〇 71

【解答】 ⑤
【Point】<9>Could you (please) ...「…していただけますか」
〔依頼〕，<177>tell A where S V，
，<483>right，<71>over there「あそこの，向こうの」
<1226>post office「郵便局」

【Point】How could you do?「なんで…するんだ［できるんだ］」
〔驚き・怒りなど〕，
<228>forget to do，<415>so，<68>get off，<30>the other one
〇 70

【解答】 ③
【Point】<415>so，<754>almost，<228>forget what S is like「S がどのようなものかを忘れる」
＊ What is S like?「S はどのようなものですか」の間接疑問。

【Point】chopsticks「箸（はし）」，<4>can，<478>〔句〕be good at doing，<178>show A
how to do，<249>learn to do
〇 69

【解答】 ③

【解答】 ④
【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（how）

〇 68

【解答】 ③
【Point】<4>can，<178>show A（人）where S V，<722>just，<146>follow A（人）

【解答】 ④
【Point】<21>how，<800>recently，<133>happen to do

〇 67

＊ How long (do you think) S V?

【解答】 ④

【解答】 ④
【文法】 過去時制，疑問詞の疑問文（where, whom）＊解答の No, は，後に I was not
there. が略されている。

〇 66

【解答】 ②
【Point】<21>how，<2170>last，<82>for

【Point】<21>how，<300>realize (that) S V，<99>It feels like S V「…のような感じがする」
【文法】（現在・過去）完了

【解答】 ②
【Point】<15> What A (do you think) S V?「何の A を…と（あなたは）思いますか」，
<104>sound，<415>so，<530>sure

【Point】<225>stop A (from) doing「A が…するのをやめさせる」，<9>could have done，
」
<176>〔句〕take A away「A を奪う［取り上げる］
〇 64

have done

【文法】 間接疑問，助動詞の疑問文
〇 82

【解答】 ②
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【Point】<10>might，<136>wait around「ぶらぶらして（…を）待つ」，<1255>dark，
」
<15>see what S looks like「S がどのようかを見る［確かめる］

【文法】 比較級＋ than
〇 94

【文法】 不定詞（目的），間接疑問
〇 83

〇 84

【解答】 ①
【Point】<158>son，<723>do well in school「学校の成績がよい」，<371>reason for A，
<530>sure，<302>wonder if S V，<9>could〔推量・可能性〕
【文法】 疑問詞の疑問文（what）

〇 85

【Point】<59>late，<450>than，<448>if

【解答】 ④
【Point】<530>not sure if S V「…かどうか確信がない」，<211>make it to A「A（行事・会議
など）に出る」，<456>whether or not S V，<2817>surely

【解答】 ②

【文法】 比較

2．適語句・適文選択（2）
〇 95

〇 86

【文法】 関係代名詞（who），接続詞（while）
〇 96

【文法】 現在完了の疑問文，関係代名詞（who(m)）の省略 ＊ anyone (who(m)) you know
〇 97

【文法】 比較，最上級の先行詞をとる関係代名詞（that）
〇 98

【解答】 ①
【Point】<607>Do you mind if S V，<546>would rather do ＊ would rather you did [didnʼ
t] は「（むしろ）…して［しないで］もらいたい」

〇 89

【解答】 ④
【Point】<725>really，<607>Do you mind if S V（＊答え方），<542>also，<543>too

〇 90

【解答】 (1) ①， (2) ④， (3) ②
【Point】<222>want to do，<292>say that S V，<136>wait until/till S V「…するまで待つ」，
」
<708>my own A「私自身の A（もの）
【文法】 助動詞，接続詞（until/till）

〇 91

【解答】 ②
【Point】<1897>catch a cold「風邪をひく」，<479>thatʼs too bad「それはいけませんね，そ
れは残念ですね」，<10>might，<12>should
【文法】 Do の疑問文（Do you think S V），「条件」の if 節

〇 92

【解答】 ①
【Point】<30>any other，<450>other than
【文法】 比較級＋ than，最上級＋ in

〇 93

【解答】 ④
【Point】<24>but，<226>mean (that) S V，<613>the second ＋最上級
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【解答】 ④
【Point】<22>a man ... that (I thought) was Jiro（先行詞は a man，I thought は挿入句と
考える）
，<73>turn around「向きを変える，振り向く」，<213>see (that) S V，
<1026>be mistaken「間違っている」

【解答】 ③
【Point】<756>usually，<260>allow A to do，<454>until ＊ by the time S V は「…するま
でには（すでに）」
（完了）

〇 88

【解答】 ②
【Point】<752>never，<414>as ～ as ...，<532>kind

【Point】<97>look for，<62>yet，<1>will，<448>if
〇 87

【解答】 ②
【Point】<37>anyone，<291>know，<62>yet，<722>just，<64>get here「ここに着く」

【解答】 ④
【文法】 条件を表す if 節（未来のことでも現在時制），意志未来（will）

【解答】 ①
【Point】<43>few，<16>who，<452>while

【Point】<268>call A back「A（人）に電話をかけ直す」，<449>when，<725>really，<65>in ...
minutes，<759>actually
【文法】「時」を表す when 節（未来のことでも現在時制）

【解答】 ②

【文法】 関係代名詞（that）
〇 99

【解答】 ②
【Point】<96>become/make friends with A「A と友だちになる」，<637>〔句〕have A in
common with B，<416>such as，<266>spend，<213>see if S V「…かどうか確か
める」，<611>enjoy Aʼs company
【文法】 前置詞＋関係代名詞（a person with whom you have ... in common）

〇 100【解答】 ④

【Point】<568>move to A，<2114>nearby，<177>tell A about B
【文法】 関係代名詞（which）の非制限用法
〇 101【解答】 ③

【Point】<491>have a hard time doing「…するのに苦労する」，<534>it is difficult (for S) to
do，<19>where
【文法】 形式主語（it），関係副詞（where）＊先行詞の省略
〇 102【解答】 ②

【Point】<222>anything you want「あなたが望む何か［なにか欲しいもの］」，<97>look
good「よさそうに見える」，<820>taste good「おいしい」
【文法】 先行詞を含む関係代名詞（what）＊ That is what S V「それが…するものである」
〇 103【解答】 ②
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【Point】<224>try to do，<449>when，<97>look back on/upon A「A を振り返る」＊ A が
what 以下の節，<15>what，<541>it is clear (that) S V

【Point】<95>come over「やって来る」，<18>when，<74>be about to do「まさに…しよう
としている」，<95>〔句〕come by「立ち寄る」

【文法】 現在進行形，接続詞（when），関係代名詞（what），現在完了進行形

【文法】 接続詞（when）

〇 104【解答】 ①

【Point】<184>find，<504>(be) different from A ＊ A にあたるものが次の what 節，
<15>what it had been「かつてそうであったところのもの」
【文法】 関係代名詞（which）の省略 ＊ the town (which) we lived in「私たちが住んでい
た町」，関係代名詞 what（先行詞を含む）
〇 105【解答】 ③

【Point】<60>already，<712>past，<584>itʼs time S did ...「S が…するべき［…してもいい］
時間だ」
【文法】 仮定法過去
〇 106【解答】 ③

【Point】<131>talk about A，<448>as if ＋過去完了「…したかのように」
（過去のことについ
て述べる）
，<759>actually，<547>quite a few A，<43>few
【文法】 現在完了，仮定法過去完了
〇 107【解答】 ②

【Point】<577>pass the time doing「…して時間［暇］をつぶす」，<266>spend A doing（A is
spent doing）
【文法】 過去時制，受動態，現在分詞

3．適語句・適文選択（3）
〇 108【解答】 turn

【Point】<228>forget to do，<101>〔句〕turn off A [A off]，<101>Aʼs turn to do
【文法】 否定の命令文
〇 109【解答】 ④

【Point】<19>where，<2>be going to「…しそうだ〔予測〕」，<1892>be sick，<68>take a
day off「（1 日）休みを取る」
【文法】 疑問詞の疑問文（where），未来時制（be going to）
〇 110【解答】 ②

【Point】<448>if，<291>know about A，<370>give A a good idea of ...「A（人）に…をよく
わからせる」
【文法】 条件を表す if 節（現在形を使う）
〇 114【解答】 ④

【Point】<270>consider，<128>think of「…を思いつく」，<95>〔句〕come up with A
〇 115【解答】 ①

【Point】<21>how，<255>enjoy oneself「楽しむ」，<545>so far so good「今のところまずま
ずだ」 ＊ So long「じゃあまたね」
【文法】 疑問詞の疑問文（how），現在進行形
〇 116【解答】 ④

【Point】<798>〔句〕make a difference (to A) ＊ make no difference (to A) は「A
（人）にとって重要でない［どうでもいい］」，<448>if S V or not「…かどうか」，
<725>really，<134>care whether S V「…かどうかを気にかける」
〇 117【解答】 ③

【Point】<304>〔句〕put off A，<642>even though ＊ <448>as if
【文法】 現在完了進行形（have been doing）
〇 118【解答】 ①

【Point】<98>keep (on) doing，<19>where，<612>in case ＊ given that「…（ということ）
を考慮に入れると」，<633>on condition，<415>so (that)
【文法】 関係副詞（where）＊先行詞の省略
〇 119【解答】 ③

【Point】<307>be all set「準備［用意］ができている」＊この set は形容詞
【文法】 現在完了の疑問文
〇 120【解答】 ②

【Point】<607>donʼt mind if S V「もし…でもかまわない」，<584>〔句〕on time，
<703>it doesnʼt matter if S V「もし…でもかまわない」

【Point】<291>know (that) S V，<103>stay for A「A（期間）の間とどまる［滞在する］」，
<44>〔句〕at least

〇 121【解答】 ②

【文法】 命令文

〇 122【解答】 ②

〇 111【解答】 ②

【Point】<545>far，<21>how，<12>should，<723>〔句〕might as well do
【文法】 間接疑問（How do you think S V）
〇 112【解答】 ③
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〇 113【解答】 ②

【Point】<544>however，<698>〔句〕carry out A
【Point】<414>as long as「…する限り，
…するならば」
（条件） ＊ as far as は
「
（…の）
限り
［範
囲内では］」の意味。この 2 つの「引っかけ問題」は頻出。<723>may/might as well
do，<255>enjoy doing
〇 123【解答】 ①

【Point】<724>how often ...?，<676>〔句〕eat out，<267>It depends.「時と場合による」
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〇 124【解答】 ③

〇 136【解答】 ①

【Point】<21>How do you like ...?「…はいかがですか〔感想・様子・好みなどをたずねる〕」，
〔句〕so far so good「今のところまずまずだ」
<545>〔句〕so far，
【文法】 疑問詞の疑問文（how）
〇 125【解答】 ①

【Point】<721>have only to do，<15>what，<133>happen to A（人），<27>All S have/has
to do is (to) do「S は～しさえすればよい」＊ to は省略できる。
【文法】 先行詞を含む関係代名詞（what）
〇 126【解答】 ①

【Point】<637>〔句〕have a lot in common「共通点をたくさん持つ」，
「意
<196>see eye to eye
見が一致する」
【文法】 完了形の疑問文
〇 127【解答】 ③

【文法】 最上級（the kindest A Iʼve ever met）
〇 137【解答】 ③

【Point】<59>be late for A「A（事・時刻）に遅れる［遅刻する］」，<191>cause problem「問
題を引き起こす」
，<211>make it「間に合う」，<67>on time，<545>far from A

4．語順整序・適語補充（1）
〇 138【解答】 tell

me the time

【Point】<4>can，<177>tell A B，<584>the time「時刻」
【文法】 助動詞（can）の疑問文，否定文（donʼt）

【Point】<53>after，<138>return，184>find that S V，<535>easy to do，<98>〔句〕keep up
「…を続ける，…を保つ」
【文法】 接続詞のある分詞構文，関係代名詞の省略 ＊ the English (which) he had

learned

〇 139【解答】 am

used to working

【Point】<21>how，<382>〔句〕keep late hours，<416>such，<723>well，<566>be used to
doing，<415>so
【文法】 助動詞（can）の疑問文

〇 128【解答】 ③

【Point】<566>〔句〕make (good) use of A，<451>because
〇 129【解答】 ②

【Point】<414>〔句〕as for A，<260>allow A to do
〇 130【解答】 ①

〇 140【解答】 said

【Point】<758>sometimes，<214>hear it said (that) S V「…と言われるのを聞く［耳にす
る］」，<509>famous
【文法】 知覚動詞（hear）＊ S V O done
〇 141【解答】 typed

【Point】<536>It is important for S to do，<98>〔句〕keep up with A

【Point】<217>would like to do，<210>have A done，<75>by

【文法】 前置詞＋動名詞

【文法】 使役動詞（have）＊ S V O done

〇 131【解答】 ④

〇 142【解答】 one

【Point】<304>〔句〕put up with A，<1057>noise，<93>go over A，<98>keep off A，
<189>give

in (to A)

〇 132【解答】 ①

【Point】<213>〔句〕see to it that S V，<134>take care of A，<415>so that S V
〇 133【解答】 ①

【Point】<677>close，<415>so that S V，<415>so as to do，<606>in order to do，
<1015>for the purpose of doing「…するために」
〇 134【解答】 ④

【Point】<93>〔句〕go through，<534>difficult，<413>situation，<823>worry，<530>be
sure (that) S V，<597>thing，<101>〔句〕turn out ＊ turn out all right で「うま
くいく，問題なく終わる」
〇 135【解答】 ④

【Point】<93>go by txi，<30>〔句〕on the other hand，<193>pay，<40>a lot「とても，よく」
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【Point】<61>ever，<1305>be in trouble，<180>offer，<197>a helping hand「援助の手」，
」，<140>couldnʼt agree (with you) more「まっ
<223>(be) in need「困って（いる）
たく同感である」
，<1312>opinion

of you is different from everybody else

【Point】<33>every one of ...「…の 1 つ［1 人］残らず［すべて］」＊ everyone は「みんな」，
」，
<720>individual，<32>each one of ...「…の 1 つ 1 つ［それぞれ］
<504>be different from ，<766>else
【文法】 every/each の用法
〇 143【解答】 asked

me to look after

【Point】<190>ask A to do，<97>〔句〕look after，<452>while，<1191>business trip「出張」
【文法】 接続詞（while）
〇 144【解答】 There

used to be

【Point】<566>used to do
【文法】 助動詞（used to）
〇 145【解答】 was

reading

【Point】<449>when，<147>receive，<268>phone call「電話」
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【文法】 過去進行形，接続詞（when）
〇 146【解答】 used

to walk to

【Point】<566>used to do ＊ be used to doing「…するのに慣れている」との引っかけ問題
が頻出。<449>when

【Point】<145>reach A「A（人）と（電話で）連絡を取る」，
<19>where ※ at three oʼclock〔過
去の特定の時点〕があるので過去形を使う。

【文法】 過去時制，接続詞（when）

【文法】 過去時制，助動詞の過去形（could not），疑問詞の疑問文（where）

〇 147【解答】 would

〇 158【解答】 How

【Point】<449>when，<11>would
【文法】 過去時制
〇 148【解答】 in

so short a time

【Point】<257>finish doing，<1923>repair，<415>so 形 a/an A ＊ such a/an 形 A
〇 149【解答】 never

seen such high prices

【Point】<752>never，<416>such
【文法】 現在完了（have never done），現在完了進行形（have been doing）
〇 150【解答】 have

come to like it

【Point】<455>although，<54>before，<217>come/get to like A「A を好きになる」＊
become to like は不可。<453>since
【文法】 現在完了，接続詞（although, since）
〇 151【解答】 has

remained closed

【Point】<105>remain closed「閉められたままである」，<453>since
【文法】 現在完了（継続）
〇 152【解答】 have

been looking

【Point】<97>look for，<453>since，<26>one
【文法】 現在完了進行形
〇 153【解答】 havenʼt

been

【Point】<128>think (that) S V，<177>tell A（人）how to do「どのように…するかを話す［教
える］」，<94>get to A（場所）
【文法】 現在完了（have been「行ったことがある」）
〇 154【解答】 should

not have let Mike use her car

【Point】<12>should not have done「…すべきではなかった」，<212>let A do，<566>use，
「…で有名である」
，
「下手な運転」
<453>since，
<291>be known for
<493>poor driving
【文法】 助動詞＋完了形
〇 155【解答】 have

gone

【Point】<7>must have done，<93>have gone to ...「…へ行ってしまった」，<451>because，
<292>say

(that) S V

【文法】 間接話法
〇 156【解答】 wants

her own room

【Point】<332>share，<222>want，<708>own
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【文法】 現在完了進行形
〇 157【解答】 were

old do you think

【Point】<21>How ... (do you think) S V?「どれくらい…と（あなたは）思いますか」，
<212>Let me see ....「えーと…」
【文法】 間接疑問
〇 159【解答】 know

where she lives

【Point】<214>hear (that) S V，<1892>be sick in bed「病気で寝ている」，<415>so，
<291>know where S V「どこに…か知っている」
【文法】 間接疑問
〇 160【解答】 the

teacher usually gives back

【Point】<291>know when S V「いつ…かを知っている」，<756>usually，<189>give A back
[back A]「A を返す」
【文法】 間接疑問
〇 161【解答】 early

enough to catch

【Point】<415>so as to do，<581>catch，<47> ～ enough to do「…するのに十分に～」
【文法】 過去時制，不定詞（副詞用法）
〇 162【解答】 enough

money to buy

【Point】<127>work，<415>so，<47>enough A to do「…するのに十分な（数・量の）A」
【文法】 現在完了，不定詞（形容詞用法）
〇 163【解答】 the

sun to tell the time

【Point】<54>before，<97>look at，<584>tell (the) time「時刻を読む」
【文法】 受動態，不定詞（副詞用法）
〇 164【解答】 to

rise

【Point】<228>forget to do，<779>during，<448>if
【文法】 否定の命令文，不定詞（名詞用法）
〇 165【解答】 took

me two hours to do

【Point】<266>spend A（時間）doing，<176>it take A（人）B（時間）to do
【文法】 過去時制，不定詞（副詞用法）
〇 166【解答】 many

people can live to be

【Point】<642>even，<717>modern age「現代」，<415>so，<4>can，<129>live to be A
【文法】 助動詞（can），不定詞（副詞用法）
〇 167【解答】 would

like to ask for some time to think

【Point】<414>as，<536>important，<217>would like to do，<190>ask for，<128>〔句〕
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think over A [A over]
【文法】 接続詞（as），不定詞（形容詞用法 time to think ...）
〇 168【解答】 It

is difficult to pay attention

【Point】<534>it is difficult (for S) to do，<406>pay attention to A，<48>several，<584>at
the same time「同時に」
【文法】 形式主語（it）＊真主語は to pay 以下
〇 169【解答】 a

large amount of information

【Point】<415>not so ...「それほど…ない」，<583>deal with，<342>a large amount of A
「大量の A」
（※ A は「数えられない名詞」），<1276>information，<765>quickly，
<3502>accurately

【文法】 形式主語（it）＊真主語は to deal 以下
〇 170【解答】 had

finished

【Point】<190>asked A if S had done「…したかどうかを尋ねた」，<257>finish
【文法】 話法（直接・間接），名詞節を導く if，過去完了（大過去）
〇 171【解答】 I

wonder if we will

【Point】<302>wonder if/whether S V
【文法】 現在完了進行形（have been doing），名詞節を導く if，未来時制
〇 172【解答】 had

been made clear to

【Point】<302>wonder if S V，<541>make A clear「A（物・事）をはっきりさせる・明快に述
べる」 ＊問題文は A is made clear (to ...) の形
【文法】 名詞節を導く if，受動態の過去完了（had been done）
〇 173【解答】 as

soon as you finish

【Point】<212>let A do，<760>as soon as S V「…するとすぐに」
（未来のことでも現在時制），
<57>then，<640>be free to do，<601>go home
【Point】<131>talk to A，<62>yet，<177>tell A（人）to do，<268>call A back「A（人）に折り
返し電話する」，<449>when
【文法】 現在時制，意志未来（will），「時」を表す when 節（未来のことでも現在時制）
〇 175【解答】 finishes

【Point】<177>tell A（人）to do，<138>return，<760>as soon as S V「…するとすぐに」，

doing

【文法】「時」を表す節（未来のことでも現在時制）
〇 176【解答】 comes

【Point】<222>want to do，<136>wait until S V「…するまで待つ」
【文法】「時」を表す節（未来のことでも現在時制）
〇 177【解答】 come

【Point】<449>when，<190>ask，<1004>sign
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much information that

【Point】<544>however，<415>so ... that S V，<534>it is difficult (for S) to do，
（間接疑問）
<250>decide what ...「何が…かを決める」
【文法】 前置詞の省略 (by) using the Internet
〇 179【解答】 as

long as you like

【Point】<453>since，<95>come to do，<27>all the way「はるばる，遠いところ」，
」※「…する限り，…さえすれ
<103>stay at A，<480>as long as S V「…の間（だけ）
ば」の意味もある。
【文法】
〇 180【解答】 long

as people have been on earth

【Point】<414>as long as S V「…している間」 ＊「…する限り」の意味もある，<224>try to

do
【文法】 現在完了
〇 181【解答】 for

such a long time

【Point】<416>such ... that S V，<228>forget what/how/etc.「何が［どのように，etc.］…
かを忘れる」，<778>look like，
【文法】 現在完了
〇 182【解答】 so

that scientists at U.S. government offices and universities could share

【Point】<1380>Internet，<678>create，<415>so that S can/could do，<332>share
【文法】 受動態，過去時制
〇 183【解答】 three

times as fast

【Point】<571>run，<584>... times as 形 / 副 as A
【文法】 比較（原級）
〇 184【解答】 as

〇 174【解答】 comes

<257>finish

【文法】「時」を表す when 節（未来のことでも現在時制）
〇 178【解答】 so

many of them as

【Point】<537>as ～ as possible，<38>many of
【文法】 比較（原級）
〇 185【解答】 by

far the largest

【Point】<455>although，<545>by far ＋最上級，<48>several，<542>also，<547>quite
【文法】 比較（最上級）
〇 186【解答】 half

as large as

【Point】<345>population，<810>half as ... as「…の半分（の…）」
【文法】 比較
〇 187【解答】 twenty-five

times bigger than

【Point】<584>... times 比較級 than A「A の…倍～」，<2385>in area「面積で」
【文法】 比較
〇 188【解答】 two

and a half times as large as
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【Point】<345>population，<584>... times as 形 / 副 as A
【文法】 比較

【Point】<718>major in，<259>help A (to) do，<21>learn how to do「…のし方を覚える」
【文法】 関係代名詞（who）の非制限用法

〇 189【解答】 would

〇 199【解答】 think

be

【Point】<21>how，<545>far ＋比較級，<450>than，<11>would
【文法】 比較，関係代名詞（which/that）の省略
一致（will be → would be）

＊ the movie (which) you saw，時制の

【Point】<10>might，<27> at all「〔否定文で〕全然［少しも］
（ない）」
，<544>however，
<268>call A C，<22>the light that comes from「…から来る光」
【文法】 助動詞（might），関係代名詞（that）
〇 200【解答】 the

5．語順整序・適語補充（2）
〇 190【解答】 will

come

【文法】 関係代名詞（who），間接疑問（＊疑問詞の when：未来のことには未来時制を使う）

the one you used

【Point】<97>〔句〕look up A [A up]，<527>dictionary，<57>then，<20>why donʼt you do?
「…したらどうですか」，<26>one
【文法】 不定代名詞（one），関係代名詞の省略
〇 192【解答】 one

＊ one (that) you used

can never receive

【Point】<721>only，<22>that，<752>never
【文法】 関係代名詞（that），先行詞は the only thing
〇 193【解答】 whose

【Point】<97>look for，<780>within，<16>whose
【文法】 現在進行形，関係代名詞（whose）
〇 194【解答】 which

＊後に続く動詞の主語になっているので where は入らない。

【Point】<251>plan to do，<702>area，<291>be known as A「A として知られている［呼ば
れている］」
【文法】 関係代名詞（which）の非制限用法
〇 195【解答】 from

which I have learned you can make everyone happy

【Point】<336>describe，<375>experience，<249>learn (that) S V，<211>make A C（状態）
【文法】 前置詞＋関係代名詞（from which）
〇 196【解答】 point

I am trying to make

【Point】<306>make a point
「主張をする」＊ the point (that) I am trying to make is that ...，
<301>accept

an offer

【文法】 関係代名詞（which/that）の省略
〇 197【解答】 in

which the language is spoken

【Point】<536>it is important for S to do，<705>culture，<1232>a foreign language「外国語」
【文法】 前置詞＋関係代名詞（in which）
〇 198【解答】 help
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me learn how

last person I expected

【Point】<1771>be surprised (that) S V，<180>offer，<635>the last A (that) S V，
<261>expect，<756>usually，<94>〔句〕get along with A，<32>each other

【Point】<291>know when S V，<80>come back，<1016>at the earliest opportunity「でき
るだけ早い機会に」
〇 191【解答】 use

it has no color at

【文法】 関係代名詞（that）の省略，接続詞（as）
〇 201【解答】 why

【Point】<20>Thatʼs why S V「それが…の（なぜ…かの）理由だ」，<190>ask A to do
【文法】 関係副詞（why）＊ Thatʼs why ... は That is (the reason) why S V の the reason
が省略された慣用表現。
〇 202【解答】 will

be

【Point】<6>may，<760>sooner or later「遅かれ早かれ・いずれ」，<18>when，<264>be
forced to do，<451>because of，<344>sea level「海水面，海抜」
【文法】 関係副詞 when（先行詞は time），
when 節では未来のことに未来時制（will）を使う。
〇 203【解答】 what

you think is right

【Point】<53>〔句〕after all，<15>what，<597>the ～ thing is to do「～なことは…すること」
＊ what (you think) is right「あなたが正しいと思うこと」
【文法】 関係代名詞（what）
〇 204【解答】 found

【Point】<584>〔句〕itʼs about time S did「S（人）が…してもいいころだ」
【文法】 仮定法過去，現在完了（have been），分詞構文（doing nothing）
〇 205【解答】 would

visit

【Point】<448>if ＋過去時制 , I would do，<266>A to spend on B「B に使う A」
【文法】 仮定法過去
〇 206【解答】 were

【Point】<128>What do you think of A?「A をどう思いますか」，<448>If I were to do, I
would do「もし私が…するとしたら～するでしょう」，<176>〔句〕take over，
<211>make，<303>make a change「変更する」
【文法】 仮定法過去
〇 207【解答】 would

have come

【Point】<20>why，<178>〔句〕show up，<448>if S had done ..., S would have done
【文法】 否定疑問，仮定法過去完了
〇 208【解答】 would

have been
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【Point】<448>if S had done, S would have done.
【文法】 Be 動詞の疑問文（過去形），仮定法過去完了
〇 209【解答】 had

been

6．語順整序・適語補充（3）
〇 217【解答】 through

【Point】<376>get the job「職を得る・就職する」，<566>use，<5>be able to

【Point】<9>could，<76>〔句〕get through (to A)「A（人）に（電話で）連絡を取る」，
<224>try to do，<145>reach A「A（人）と（電話で）連絡を取る」

【文法】 仮定法過去完了

【文法】 助動詞の過去形（could not），過去完了（大過去）

〇 210【解答】 saying

【Point】<147>receive，<30>the other day「先日」，<292>say (that) S V，<696>come to
visit「訪ねて来る」，<636>next
【文法】 未来時制，名詞を修飾する現在分詞（a letter saying that S V）
〇 211【解答】 one

whole trip around the clock

【Point】<21>how long，<176>it takes B for A to do，<452>while，<719>whole
【文法】 分詞構文（starting ... and coming ...），接続詞（while）
〇 212【解答】 so

much to talk about

【Point】<32>each other，<415>so much ... (that) S V，<131>talk about ＊ have much
to talk about で「話し合うたくさんのことをもつ」，<699>sit up「（寝ないで・遅く
まで）起きている」，<27>all night「夜中じゅう・一晩じゅう」
【文法】 分詞構文（Not having seen ... ＝ As they have not seen ...）
〇 213【解答】 traveling

【Point】<452>while，<299>discover what S V
【文法】 接続詞のある分詞構文（while traveling ＝ while he was traveling）
〇 214【解答】 improved

【Point】<138>return from A，<755>later，<90>with A done「A を…して［A が…された状
態で］」，<412>health，<697>improve
【文法】 付帯状況（with）
〇 215【解答】 did

she realize that

【Point】<721>only when ...「…のときに初めて」＊ Only when ... did S do〔助動詞を前に出
して VS の語順にする〕，<699>sit down，<300>realize，<415>so，<176>〔句〕take

off
【文法】 過去時制，倒置
〇 216【解答】 No

sooner had he seen

【Point】<571>run away，<91>without，<292>say good-bye
【文法】 過去完了，倒置 ＊ S had no sooner done than ... → No sooner had S done than
...「S が～するとすぐに…」

〇 218【解答】 say

hello to them

【Point】<2>be going to，<725>really，<292>say hello to A「A（人）によろしく伝える」
〇 219【解答】 mean

moving away from

【Point】<376>job offer「仕事のオファー［採用通知］」，<101>〔句〕turn down A [A down]，
<226>mean doing，<568>move away from A「A から離れる」
【文法】 関係代名詞（which）の省略
〇 220【解答】 whether

＊ The job offer (which) he received

or not we go by car as

【Point】<134>donʼt care「かまわない」，<456>whether or not S V，<414>as long as「…す
る限り，…さえすれば」
〇 221【解答】 canʼt

say when Iʼll be through

【Point】<453>since，<94>〔句〕get/be through with A
【文法】 間接疑問
〇 222【解答】 couldnʼt

help wondering why

【Point】<259>canʼt help doing「…せずにはいられない」＊ canʼt help but do とも言える，
<302>wonder
〇 223【解答】 in

why S V

return for

【Point】<758>sometimes，<138>〔句〕in return (for A)（A（物・こと）への）お返し［お礼・
見返り］として，<927>meal
【文法】 現在時制（現在の習慣）
〇 224【解答】 her

name has become known to

【Point】<453>since，<106>appear，<291>〔句〕be/become known to A「A（人）に知られ
ている［知られるようになる］」
【文法】 接続詞のある分詞構文（Since appearing ＝ Since her name appeared ...）
〇 225【解答】 donʼt

think it would be too much to say

【Point】<128>I donʼt think (that) S V「…とは思わない［…ではないと思う］」
，<543>too
much to do「…し過ぎである」＊ not too much to say で「言い過ぎではない［過言
ではない］」
〇 226【解答】 help

but go red

【Point】<259>canʼt help but do「…せずにはいられない」
，<460>go red (in the face)「
（顔が）
赤くなる」，<90>with A doing「A が…している状態で」
【文法】 付帯状況（with）
〇 227【解答】 up

【Point】<192>〔句〕be brought up，<504>different，<380>environment
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〇 228【解答】 what

do you say to

【Point】<302>wonder if S V，<716>nothing special「何も特別なことはない」，<57>then，
，
<292>what do you say to A「…はどう思いますか，…はいかがですか」
<1051>sound like fun「楽しそうだ」
〇 229【解答】 days

off from work

【Point】<68>take ... days off (from work)「…日の休みを取る」，<1315>a couple of A，
<266>spend A with B「A（時間）を B（人）と一緒に過ごす」
〇 230【解答】 used

to be handed

【Point】<566>used to，<179>hand A down「A（文化・技術など）を後世に伝える」
（A is
handed down の形が多い），<603>by word of mouth「口づてで」

Ⓒ KAGENSHA
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