
入試英語を知る　１回目
要点学習

名詞句
英語の意味を理解するには，１つ１つの単語の意味がわかるだけでなく，「主語のかたまり」
や「目的語のかたまり」など，大きな意味のかたまりを把握することが必要です。この単元で
は，そのような「意味のかたまり」を作るものとして，「句」（名詞句・形容詞句・副詞句）を
学習します。今回は，英文中で名詞のはたらきをする名詞句について学習します。

ポイント
●句とは
・２語以上がまとまって，英文の中で１つの品詞としてはたらき，その中に〈主語＋動詞〉の関
係を含まないものを「句」と言う。

●名詞句とは
・名詞句は，英文中で名詞のはたらきをする。
　→ つまり，英文中で主語・目的語・補語となる。
　　

▲

主語の場合：Cats are very pretty. →語 ／ Playing soccer is fun for me. →名詞句
　　

▲

目的語の場合：I like cats. ／ I like playing soccer. 
　　

▲

補語の場合：These are cats. ／ My hobby is playing soccer. 

●名詞句の種類
・不定詞の名詞用法 → I like to play soccer.
・動名詞が導く句 → I like playing soccer.
・疑問詞＋不定詞 → I want to know how to go there.

QET5A1-31J1-01

[ 見本 ] 高校コース 本科  高 2英語　要点学習 



次の［　　］内の名詞句がS / O / C のいずれになっているのか指摘しなさい。
⑴　I found it very difficult ［to solve the math problem］.

⑵　［Taking a regular walk］ is one of the things you can do for your health.

⑶　I decided ［not to rely on my parents］.

⑷　Michel narrowly escaped ［being run over by a large truck］.

チェック

QET5A1-31J1-02

[ 見本 ] 高校コース 本科  高 2英語　要点学習 



入試英語を知る　１回目
添削問題

　　　次の英文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
　It was a time when England was changing from a country mostly of farms to 
one of big cities and factories.  Railways were being built, and such inventions as 
the telegraph were changing people’s lives.
　Florence had an *inquiring mind, and was interested in seeing things for herself.   
①This led her one day to visit a hospital, and she suddenly realised that here was 
②something which needed doing, and which she could do.
　The hospital she saw, like all the hospitals in those days, was dirty and badly 
*run.  The nurses knew nothing about how to look after sick people, and ③few of  
（ alive / come out / expected / go into hospital / had to / those / to / who ）.
　At that time nursing was not the great profession which it is today, and 
Florence’s parents were horrified when she told them that she wanted to become a 
nurse.  ④They did all they could to prevent their daughter from doing something 
which they thought was not fit for an educated young lady.
　For years Florence tried in vain to （　⑤　） them to agree.  In the meantime, 
she studied all the books on medicine which she could （　⑤　）, and devoted 
herself to nursing her relations when they were ill.  As she had nine uncles and 
aunts, most of whom had children, she had plenty of practice.
　At last, when she was thirty, Florence persuaded her parents to let her go to 
Germany and Paris to study nursing, and for four years she worked hard at the 
profession she had chosen.
　Then something happened which was to change her whole life.  The Crimean 
War *broke out.
　*inquiring：「好奇心の強い」
　*run：「～を管理〔経営〕する」
　*break out：「（戦争；火事などが）突然始まる」

From FLORENCE NIGHTINGALE AND MADAME CURIE,

pp. 5-6 of Hokuseido edition（licensed by Ladybird）by L. D. Peach

Copyright © Ladybird Books Ltd., Leicestershire, England

Reprinted by permission of Penguin Books Ltd., London through Tuttle-Mori 

Agency, Inc., Tokyo
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※ここからは『Z Study　解答用紙編』の英語「入試英語を知る」１枚目にご記入ください。
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⑴　下線部②は具体的には何のことか。本文中の１語で答えよ。　（６点）
⑵　下線部③が意味の通った英文になるように，カッコ内の語句を並べ換え，下線部
を書け。

 （10 点）
⑶　２カ所ある空所⑤に入れるのに最も適当な１語を答えよ。　（４点）
⑷　次の各文が本文の内容に一致していればT，一致していなければFを記入せよ。
 （各３点）
　　ア 　Florence thought it her calling to be a nurse, but her parents did not 

approve of her plan at first.
　　イ 　The hospital which Florence visited was in such good condition that she 

decided to work there.
　　ウ 　It was not until Florence went to Germany and Paris that she started 

studying medicine.
⑸　下線部①，④を和訳せよ。ただし，①はThis の表す内容を明らかにすること。
 （① 10 点；④ 11 点）
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入試英語を知る　１回目
添削問題　解答解説

　　　次の英文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
　It was a time when England was changing from a country mostly of farms to 
one of big cities and factories.  Railways were being built, and such inventions as 
the telegraph were changing people’s lives.
　Florence had an *inquiring mind, and was interested in seeing things for herself.   
①This led her one day to visit a hospital, and she suddenly realised that here was 
②something which needed doing, and which she could do.
　The hospital she saw, like all the hospitals in those days, was dirty and badly 
*run.  The nurses knew nothing about how to look after sick people, and ③few of  
（ alive / come out / expected / go into hospital / had to / those / to / who ）.
　At that time nursing was not the great profession which it is today, and 
Florence’s parents were horrified when she told them that she wanted to become a 
nurse.  ④They did all they could to prevent their daughter from doing something 
which they thought was not fit for an educated young lady.
　For years Florence tried in vain to （　⑤　） them to agree.  In the meantime, 
she studied all the books on medicine which she could （　⑤　）, and devoted 
herself to nursing her relations when they were ill.  As she had nine uncles and 
aunts, most of whom had children, she had plenty of practice.
　At last, when she was thirty, Florence persuaded her parents to let her go to 
Germany and Paris to study nursing, and for four years she worked hard at the 
profession she had chosen.
　Then something happened which was to change her whole life.  The Crimean 
War *broke out.
　*inquiring：「好奇心の強い」
　*run：「～を管理〔経営〕する」
　*break out：「（戦争；火事などが）突然始まる」

From FLORENCE NIGHTINGALE AND MADAME CURIE,

pp. 5-6 of Hokuseido edition（licensed by Ladybird）by L. D. Peach

Copyright © Ladybird Books Ltd., Leicestershire, England

Reprinted by permission of Penguin Books Ltd., London through Tuttle-Mori 

Agency, Inc., Tokyo

⑴　下線部②は具体的には何のことか。本文中の１語で答えよ。　（６点）
⑵　下線部③が意味の通った英文になるように，カッコ内の語句を並べ換え，下線部
を書け。

 （10 点）
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⑶　２カ所ある空所⑤に入れるのに最も適当な１語を答えよ。　（４点）
⑷　次の各文が本文の内容に一致していればT，一致していなければFを記入せよ。
 （各３点）
　　ア 　Florence thought it her calling to be a nurse, but her parents did not 

approve of her plan at first.
　　イ 　The hospital which Florence visited was in such good condition that she 

decided to work there.
　　ウ 　It was not until Florence went to Germany and Paris that she started 

studying medicine.
⑸　下線部①，④を和訳せよ。ただし，①はThis の表す内容を明らかにすること。
 （① 10 点；④ 11 点）

　イギリスの裕福な家庭に生まれ，ありとあらゆる教育を受けたナイチンゲールは，
慈善訪問の際に貧しい農民の暮らしぶりを目にして，次第に人々に奉仕する仕事に就
きたいと考えるようになった。クリミア戦争に看護師として従軍する前のナイチンゲ
ールについての英文。

⑴　nursing

⑵　few of those who had to go into hospital expected to come out alive

⑶　get

⑷　ア　T　　　イ　F　　　ウ　F　　　
⑸ 　① 　フローレンスは好奇心が強く，物事を自分で確かめることに興味を持っ

ていたので，ある日彼女は病院を訪れた
　　④ 　両親は，教育を受けた若い女性にふさわしくないと自分たちが考えるこ

とを娘にさせないために，あらゆる手を尽くした。

⑴　something を２つの関係詞節が修飾している。need …ing は
「…される必要がある（＝need to be done）」という受け身の意
味を表す。

　Ex. This shirt needs washing.（このシャツは洗う必要がある。）
　病院で見つけた「（誰かによって）なされる必要があることで，
彼女にできること」とは，その後彼女が従事した「看護の仕事
（＝ nursing）」である。「本文中の１語」で答えるよう指示があ
るが，nursing は 10 行目で使われている。nurse は「看護師」

概要

解答

解説

▼

need doing
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⑶　２カ所ある空所⑤に入れるのに最も適当な１語を答えよ。　（４点）
⑷　次の各文が本文の内容に一致していればT，一致していなければFを記入せよ。
 （各３点）
　　ア 　Florence thought it her calling to be a nurse, but her parents did not 

approve of her plan at first.
　　イ 　The hospital which Florence visited was in such good condition that she 

decided to work there.
　　ウ 　It was not until Florence went to Germany and Paris that she started 

studying medicine.
⑸　下線部①，④を和訳せよ。ただし，①はThis の表す内容を明らかにすること。
 （① 10 点；④ 11 点）

　イギリスの裕福な家庭に生まれ，ありとあらゆる教育を受けたナイチンゲールは，
慈善訪問の際に貧しい農民の暮らしぶりを目にして，次第に人々に奉仕する仕事に就
きたいと考えるようになった。クリミア戦争に看護師として従軍する前のナイチンゲ
ールについての英文。

⑴　nursing

⑵　few of those who had to go into hospital expected to come out alive

⑶　get

⑷　ア　T　　　イ　F　　　ウ　F　　　
⑸ 　① 　フローレンスは好奇心が強く，物事を自分で確かめることに興味を持っ

ていたので，ある日彼女は病院を訪れた
　　④ 　両親は，教育を受けた若い女性にふさわしくないと自分たちが考えるこ

とを娘にさせないために，あらゆる手を尽くした。

⑴　something を２つの関係詞節が修飾している。need …ing は
「…される必要がある（＝need to be done）」という受け身の意
味を表す。

　Ex. This shirt needs washing.（このシャツは洗う必要がある。）
　病院で見つけた「（誰かによって）なされる必要があることで，
彼女にできること」とは，その後彼女が従事した「看護の仕事
（＝ nursing）」である。「本文中の１語」で答えるよう指示があ
るが，nursing は 10 行目で使われている。nurse は「看護師」

概要

解答

解説

▼

need doing
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という ‘人’ を表す語なので，ここでは不適。

⑵　このパラグラフの下線部③までは，「フローレンスが見た病院
は当時のすべての病院と同じように，汚らしく，ずさんに管理さ
れていて，看護師は病人の看護の仕方をまったく知らなかった」
という内容。カッコ外の few of に続くのは，基本的には限定さ
れた（代）名詞しかない。該当するのは those（人々）のみだが，
これだけではどのような人々かわからないので関係代名詞who
を続ける。次に，動詞のかたまりを作る。過去時制なので
expected と had to だが，他に原形の動詞から始まる come out
と go into hospital がある。与えられた語には to があるので，
expected to（…するだろうと思った；…するつもりでいた）と
had to のどちらかと組み合わせる。come out（出てくる）は，
ここでは「退院する」ということ。意味的には「入院しなければ
ならない人々」と「退院を期待する」という組み合わせが適当。
残った alive は「生きて」という意味の形容詞なので，come out
のあとに補語として続ける。come out alive は「生きて退院する」。
「入院しなければならない者で生きて退院するのを期待する者は
ほとんどいなかった」という意味になる。a few がいくらかでも
「ある」ことを表すのに対し，few は「ほとんどない」と否定的
な意味になることに注意。

⑶　すぐ前のパラグラフでは両親が看護師になることに反対してい
たという内容が述べられている。最初の空所⑤を含む文は「何年
間も，フローレンスは両親に賛成してもらおうと努力した」のよ
うな内容になると考えられる。空所の後ろに to agree という不
定詞があるので〈動詞＋目的語＋不定詞〉の形をとる使役動詞
get を入れる。get は get ～ to do で「～に…させる〔してもら
う〕」の意を表す。get them to agree で「彼らに賛成してもら
う」となる。

　Ex. Yesterday he got his wife to mend his shirt.
 （昨日彼は妻にシャツを繕ってもらった。）
　２番目の空所にも，get を入れれば「入手できるすべての医学に
関する本で学んだ」という意味になり，文脈に合う。

⑷　ア 　「フローレンスは看護師になることが自分の天職だと考え
たが，両親は最初，その計画には賛成しなかった。」の意。
第２パラグラフにあるように，フローレンスは病院で働くこ

▼

those who …

▼

expect to

▼  

ＳＶＯＣ（第５
文型）
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とを考え始めた。しかし，第４パラグラフの下線部④の記述
から，フローレンスの両親が容易には彼女が看護師になるこ
とを認めなかったことがわかる。したがってこれはT。最終
的には両親を説得して留学の許可をもらったことが，第６パ
ラグラフに書かれている。calling は「天職」の意。

　　イ 　「フローレンスが訪れた病院はとてもよい状態だったので，
彼女はそこで働くことに決めた。」の意。第３パラグラフに
あるように，フローレンスが訪れた病院は，当時の他の病院
同様，汚らしく，ずさんに経営されていたのだから，これは
F。

　　ウ 　「フローレンスはドイツやパリに行って初めて医学につい
て勉強を始めた。」の意。It is not until ～ that … は「～ま
で…しない→～して初めて…」の意。第５パラグラフにある
ように，留学する以前にも，両親を説得する一方で，医学に
関する本で勉強したり親戚の看病をするなどしてきたのだか
らF。17 行目の plenty of practice（多くの実践）とは，「多
くの看護の実践」ということ。

⑸　①　This は前文の内容を指している。
○　for oneself「自分（の力）で」cf. by oneself（１人で（＝ 
alone））

○　lead 人 to do「人を…する気にさせる」
　直訳は「フローレンスが好奇心が強く，物事を自分で確かめるこ
とに興味を持っていたことが，ある日彼女を病院を訪れる気にさ
せた」だが，このままでは日本語として不自然なので一工夫する
必要がある。主語の部分を副詞的にとらえ，Since she had an 
inquiring mind and … for herself, one day she visited〔decided 
to visit〕a hospital. のように考えて訳すとよい。

　④　下線部④の文の構造は以下の通り。
　　　They did all (that) they could (do)
　　　　 S　 V　O

　　　　　　関係代名詞の省略　動詞の省略（前にdidがあるため）
　　　to prevent their daughter from doing something
　　　‘ 目的 ’ を表す不定詞句

　　　which they thought was not fit for an educated young lady
　　　関係代名詞　　　　　　　　　　　　　

　　　thought の目的語となる that 節中の主語

▼

such … that

▼  

It is not until
～ that …
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○　prevent ～ from …ing「～が…するのを防ぐ〔やめさせる〕」
○　something which they thought was ～「彼らが～と考えるこ
と〔何か〕」which 以下は something を先行詞とする関係詞節。
they thought it was ～ の it を関係代名詞 which に変えて 
something を修飾した形。

　Ex. Do what you think is right.
 （あなたが正しいと思うことをしなさい。）
○　be fit for ～「～にふさわしい」この fit は形容詞。
○　educated「教育を受けた；教養のある」

□　 in vain（l. 14）「無駄に；むなしく」の意。ここでは try to do の try と to の間
に in vain が挿入されて，「（…しようとしたが）だめだった」という意味を表し
ている。
Ex. He tried in vain to lift up the stone. ＝ He tried to lift up the stone （, but） 
in vain. （彼はその石を持ち上げようとしたがだめだった。）

□　 devote oneself to ～（ll. 15 ～ 16）「自らを～に捧げる」→「～に打ち込む；～
に尽くす」の意。

□　 persuade ～ to do（l. 18）「～を…するように説得する；～を説得して…させる」
説得が成功したことを含意する。

注
□　in those days（l. 7）「当時」 at that time（l. 10）も同意。
□　 the great profession which it （＝ nursing） is today（l. 10）which は profession 

を受ける関係代名詞で，関係詞節中では be 動詞の補語に当たる。
□　 on（l. 15）on には「～に関して」の意味を表す用法がある。これは about より

も専門的な内容について用いる。
　　e.g. an essay on Shakespeare（シェイクスピアについての論文）

全訳
　その頃，イングランドは大部分が農園という国から大都市と工場の国に変わりつつ
あった。鉄道が敷設され，電信機のような発明品によって人々の生活は変わりつつあ
った。
　フローレンスは好奇心が強く，物事を自分自身で確かめることに興味を持っていた。
そのため，ある日彼女は病院を訪れ（①），不意に，そこには誰かがしなければならず，
自分にできる仕事があることを悟った。
　彼女の見た病院は，当時のすべての病院と同じように，汚らしく，ずさんに管理さ
れていた。看護師は病人の看護の仕方をまったく知らず，入院しなければならない者
で生きて退院するのを期待する者はほとんどいなかった。

重要語句

▼  

prevent ～ from 
…ing
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　当時，看護師の仕事は今日のように立派な職業ではなかったので，フローレンスが
看護師になりたいと話すと彼女の両親はひどく動揺した。両親は，教育を受けた若い
女性にふさわしくないと自分たちが考えることを娘にさせないために，あらゆる手を
尽くした。（④）
　フローレンスは，何年間も，両親に賛成してもらおうと努力したが，だめだった。
その間にも，彼女は入手し得る限りのあらゆる医学に関する本で学び，親戚の者が病
気になると彼らの看護に身を尽くした。彼女には９人のおじとおばがいて，そのほと
んどに子供がいたので，看護の実践には事欠かなかった。
　30 歳の時，ついにフローレンスは両親を説得し，看護の勉強をしにドイツやパリ
に行く許しを得て，４年間，自分の選んだ職業に全力で取り組んだ。
　その頃，彼女の全生涯を変えることになることが起こった。クリミア戦争が勃発し
たのだ。
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