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　分詞には，現在分詞（… ing）と過去分詞がある。‘be ＋現在分詞’ の形で進行形，‘have ＋過
去分詞’ で完了形，また ‘be ＋過去分詞’ で受動態を表したりする。今回は分詞の構文について学
習しよう。

分詞の形容詞用法　

名詞＋現在分詞（…ing）（…している～）

例文　Nobody cared about the old lady standing in the doorway.
　　　（戸口に立っているおばあさんを気にかけた者は誰もいなかった。）

①この …ing は形容詞用法の現在分詞で，前の名詞を修飾する。
② 現在分詞〔過去分詞〕が上の例文のように，それ自体の修飾語句（例文では in the 
doorway）を伴う場合は名詞の後に置かれる。

　～ the  old  lady standing in the doorway.

  ③ 応用 自動詞の現在分詞は，修飾される名詞がその行為をしていることを表す。し
たがって，「…している～」と訳す。
 a dog（眠っている犬）

名詞＋過去分詞（…された～）

例文　Money left in the bank does not earn much interest these days.
　　　（近頃は，銀行に預けてあるお金には大して利息が付かない。）

①この過去分詞（left）は形容詞用法の過去分詞で，前の名詞を修飾する。
②他動詞の過去分詞は「…された」という ‘受け身’ の意味を表す。
　Money left in the bank does not earn ～ .

③ 応用 自動詞の過去分詞は「…した」と ‘完了’ の意味を表す。
　  leaves（落ち葉）　a  officer（退役将校）

分詞
構文編　５章

学習時間のめやす 分
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分詞構文の基本　

◦分詞が動詞と接続詞の働きをし，副詞的に用いられているものを，分詞構文と言う。
，は合場るな異（。るす略省は語主の上味意の詞分，は合場じ同が語主の上味意の詞分と語主の文 ◦

構文 11参照）
はかるなに味意のど，がす表を味意のどな」況状帯付「，」歩譲「，」件条「，」由理・因原「，」時「 ◦

文脈から自然なものを選ぶ。
◦分詞構文は文語的な堅い表現なので，会話や口語的な文章ではあまり用いられない。

分詞構文の基本用法（時）（…すると；…する時）

例文　Opening the envelope, he found a photograph inside.
　　　（彼が封筒を開けると，中に写真が１枚入っていた。）

①when，whileなどの接続詞が導く副詞節と同様の意味を表す。
　＝  the envelope, he found a photograph inside.

分詞の叙述用法（ＳＶＯＣ（＝分詞））

　分詞の形容詞用法には，構文１，２のように限定用法（名詞を修飾するもの）の他，叙述用
法（補語になるもの）もある。これは知覚動詞や使役動詞などと共に用いられることが多い。
① Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ（＝現在分詞）

 Lucy  felt  tears  running  down  her  cheeks.
　　　 Ｓ     Ｖ    Ｏ        Ｃ

　（ルーシーは涙がほおを流れるのを感じた。）
　「涙が流れている」という能動の関係で ‘動作の途中’ を表しているので，running と現在分
詞になっている。
② Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ（＝過去分詞）

 He  made  himself  understood  in  English.（彼は英語で話を通じさせた。）
　　　Ｓ　  Ｖ　　  Ｏ　　　   Ｃ
　「彼自身が理解される」という受け身の関係にあるので，understood と過去分詞。
このような動詞には次のようなものがある。
　　知覚動詞：feel, hear, see, watch など
　　使役動詞：have, get（…させる）など
　　その他：keep（～の状態にしておく）など

学習時間のめやす 分
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分詞構文の基本用法（原因・理由）（…ので）

例文　Feeling tired, she went to bed.（疲れを感じたので，彼女は床についた。）

① because, sinceなどの接続詞が導く副詞節と同様の意味を表す。
　＝  tired, she went to bed.

分詞構文の基本用法（条件）（…すれば）

例文　(If) Drinking so much, you’ll make yourself ill.（そんなに飲んだら体に毒だよ。）

① ifなどの接続詞が導く副詞節と同様の意味を表す。
　＝  so much, you’ll make yourself ill.
②慣用表現以外は if や unless を付けて文頭に置くことが多い。（構文 15参照）
③ 応用 文の述語動詞部分にwill や may がよく用いられる。

分詞構文の基本用法（譲歩）（…でも；…だが）

例文　(Though) Exhausted from working overtime, I went for a swim in the pool.
　　　（私は残業でくたくただったが，プールヘひと泳ぎしに行った。）

① though，althoughなどの接続詞が導く副詞節と同様の意味を表す。
　＝  I  from working overtime, ～ .
②慣用表現以外は although や though, while などを付けて文頭に置くことが多い。

(構文 15参照）
③この例文では exhausted の前に being が省略されている。 （構文 14参照）

分詞構文の基本用法（付帯状況（同時））（…しながら）

例文　Keeping one eye on the time, she listened to her friend grumbling.
　　　（時間を気にしながら，彼女は友人のぐちに耳を傾けていた。）

①同時に行われている動作を表す。
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分詞構文の基本用法（付帯状況）（…して）

例文　Unlocking the door, he entered his house.（彼はドアの鍵をあけて家に入った。）

①続いて起こる動作や出来事を表す。
②接続詞 andで結ばれた文とほぼ同じ意味と考えることができる。
　＝  the door  he entered his house.
③ 通例，意味の軽い方が分詞構文になるが，原則として先に起こる出来事や動作が前に
くる。文中に挿入されることもある。

完了形の分詞構文（having＋過去分詞）

例文　The students, having heard the chimes, stopped talking.
　　　（生徒たちはチャイムを聞いて話すのをやめた。）

①完了形の分詞は，文の述語動詞の表す時よりも前の時を表す。
　＝  ( )  the chimes, they stopped talking.
② 先に起こった動作を分詞構文にして前に出す場合，意味があいまいにならなければ，
完了形にしなくてもよい。

③ ‘完了・経験・継続’ の意味を表す場合もある。
　 my homework, I have nothing to do now.

（宿題を終えてしまったので，今やることがない。）‘完了’
　　　 never Jane, we don’t recognize her.

（ジェーンに会ったことがないので，我々は彼女の顔がわからない。）‘経験’
　　　 in London for four years, I know the city quite well.

（４年間ロンドンに住んでいたので，あの街のことはよく知っています。）‘継続’

否定の分詞構文（not＋分詞）

例文　Not being an animal-lover, he has never had a pet.
　　　（彼は動物好きではないので，今までに一度もペットを飼ったことがない。）

①否定語は分詞の前に置く。
②  応用 完了形の分詞構文の否定形の場合，not having＋過去分詞 の語順。ただし，
never を用いる場合には，having never ＋過去分詞 の語順でも never having ＋過
去分詞 の語順でも可。

　  Jane, we don’t recognize her.
　　   ＝  Jane, we don’t recognize her.
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独立分詞構文　

独立分詞構文

例文　The snow being deep, she decided not to go shopping that day.
　　　（雪が深く積もっていたので，彼女はその日は買い物に行かないことにした。）

①分詞の意味上の主語が文の主語と異なる場合，分詞の前にその意味上の主語を置く。
　このような分詞構文を独立分詞構文と言う。
②主語が異なることを除けば，普通の分詞構文と意味・用法は同じ。
　＝ Because  was deep,  decided not to go shopping that day.

with＋ O＋ C（with＋独立分詞構文）

例文　He sat with his legs crossed.（彼は足を組んで座っていた。）

①付帯状況を表す言い方で，Ｃには分詞や形容詞の他に，前置詞句などがくる。
② ＯとＣの間には，意味の上で ‘主語＋述語’ の関係がある。上の例文で言えば，his 
legs と crossed の間には，His legs were crossed. という関係が成立する。

分詞構文の慣用表現と注意すべき用法

分詞構文の慣用的な表現

例文　Generally speaking, young people have more freedom nowadays.
　　　（一般的に言って，近頃の若者にはより多くの自由がある。）

学習時間のめやす 5分

学習時間のめやす 分
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①慣用的な分詞構文では，分詞の意味上の主語と文の主語が異なっていても，分詞の前
　に意味上の主語は置かれない。
②その他の表現
　  frankly speaking（率直に言って），strictly speaking（厳密に言うと），
　　　speaking〔talking〕of ～（～と言えば），considering ～（～を考えると），
　　　taking ～ into consideration（～を考慮に入れれば），
　　　judging from ～（～から判断すると）など
　  Henry, I heard he got a new job.

　　  （ヘンリーと言えば，彼は新しい仕事にありついたそうだよ。）
　  Jennifer will probably win the tennis tournament,  how well she 

has been playing recently.
　　   （最近のジェニファーの好調さを考えれば，おそらくテニス・トーナメントで優

勝するだろう。）
　  weather , October would be a good month for the 

trip.
　　　（天気を考慮に入れれば，10月は旅行にうってつけの月だろう。）

beingや having been の省略

例文　(Being) Upset, she couldn’t even remember her own phone number.
　　　（彼女は気が動転していたので，自宅の電話番号を思い出すことすらできなかった。）

①分詞構文の表す意味があいまいになる恐れのない場合，being や having been は省
　略することができる。

接続詞を伴った分詞構文

例文　Though hoping for the best, I am prepared for the worst.
　　　（うまくいくことを願ってはいるが，最悪の場合の覚悟もできている。）

①意味があいまいになりがちな分詞構文の意味を明確にさせるために，分詞の前に接続
　詞を置くことがある。
　＝  for the best, I am prepared for the worst.
②  応用 副詞節中の ‘主語＋ be 動詞’ が省略されたととれるものもあるが，次のよう
に進行形に直せないものは明らかに分詞構文である。

　 While 〔＝ While I 〕the picture, I can’t afford it.
（その絵は好きですが，買う余裕はありません。）
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次の英文の下線部を和訳せよ。 （20 点）
　Every Monday Mr. Foxhall would *single out one or two children who had done 
something good the previous week.  At morning assembly in front of the whole school 
he would call out their names and tell us what good things they had done.  You always 
hoped your name would be called out, but when it was, you always felt a strange mixture 
of pride and embarrassment.  You were pleased to be praised by Mr. Foxhall, but you 
couldn’t help but go red in the face with everyone looking at you.  Being a very fair 
man, Mr. Foxhall never chose the same child twice in the same term.  He did his best 
to make everyone feel important.
　*single out ～：「～を選び出す」

 The British Today by George Wallace, Kazu Nagamori（成美堂）

1

5
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ａ ｄ
ａ
ｂ
ｃ
ｄ

ａ

may  but 

may might as well 

may well 

問題問題

解答

解説
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used to 

would rather that  S ＋ V
ａ

need not have ＋

can’t have ＋
ｂ

would rather than 
ｃ

had better 
ｄ



may might as well as ～

cannot  too 

it is  that S should … …

解答

解説

問題問題
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問題問題

解答

解説
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次の設問にそれぞれ答えよ。 （10 点：各２点）の設問にそれぞれ答えよ。 （10 点：各２点）点：各２点）：各２点）点））
⑴～⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。～⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。
⑴　彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。　彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。

She ought（　ア　）（　イ　）（　ウ　）the class, but she couldn’t.
⑵　私はむしろ外で遊びたかった。　私はむしろ外で遊びたかった。私はむしろ外で遊びたかった。

I would（　ア　）（　イ　）（　ウ　）outside.
⑶～⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を～⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を
除くこと。また，大文字で始められるべき語も小文字で記されている。

⑶　彼女は学校の成績がよかったに違いない。　彼女は学校の成績がよかったに違いない。彼女は学校の成績がよかったに違いない。
（school ／ done ／ well ／ at ／ have ／ to ／ must ／ she）

⑷　父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。　父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。
　（in ／ the ／ my ／ to ／ river ／ father ／ would ／ go ／ fishing ／ used）, but（in ／ the ／ my ／ to ／ river ／ father ／ would ／ go ／ fishing ／ used）, but 
he doesn’t these days.

⑸　次の　次の次のａ～ｄの中から文法的に正しい英文を１つ選び，記号で答えよ。
ａ　Life may well to be compared to a voyage.
ｂ　She needed not have hurried, for the plane was delayed.
ｃ　You had not better tell her about it.
ｄ　At least 3000 people may have been killed during the war.



00PE05C1-H1A5-

各組の英文がほぼ同じ意味になるように，各空所に適切な１語を入れよ。ただし，その語は
空所にそれぞれ記された文字で始まるものとする。 （10 点：各２点）
⑴　Though he started a little earlier, I overtook him soon.

Though he started a little earlier, I ㋑（c　　）up ㋺（w　　）him soon.
⑵　If you don’t quit smoking, you won’t get better.

If you don’t ㋑（g　　）㋺（u　　）smoking， you won’t get better.
⑶　Lucy was going to mail the letter right away.

Lucy was going to mail the letter（i　　）.
⑷　My wife and I invariably go for a walk on Sundays.
My wife and I go for a walk on Sundays （w　　）fail.

⑸　When I was walking along the street, suddenly I heard a cry for help.
　When I was walking along the street,  ㋑（a　　）at ㋺（o　　）I heard a cry for 
help.
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001PE05C1-H2C4-

次の設問にそれぞれ答えよ。 （10 点：各２点）の設問にそれぞれ答えよ。 （10 点：各２点）点：各２点）：各２点）点））
⑴～⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。～⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。⑵　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れよ。
⑴　彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。　彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。彼女はその授業に出席すべきだったのに，できなかった。

She ought（　ア　）（　イ　）（　ウ　）the class, but she couldn’t.
⑵　私はむしろ外で遊びたかった。　私はむしろ外で遊びたかった。私はむしろ外で遊びたかった。

I would（　ア　）（　イ　）（　ウ　）outside.
⑶～⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を～⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を⑷　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を　日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を日本文の意味を表すように，カッコ内の各語を並べ換えよ。ただし，不要な１語を
除くこと。また，大文字で始められるべき語も小文字で記されている。
⑶　彼女は学校の成績がよかったに違いない。　彼女は学校の成績がよかったに違いない。彼女は学校の成績がよかったに違いない。

（school ／ done ／ well ／ at ／ have ／ to ／ must ／ she）
⑷　父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。　父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。父はかつてよく川へ釣りに行ったが，最近は行かない。
　（in ／ the ／ my ／ to ／ river ／ father ／ would ／ go ／ fishing ／ used）, but（in ／ the ／ my ／ to ／ river ／ father ／ would ／ go ／ fishing ／ used）, but 
he doesn’t these days.
⑸　次の　次の次のａ～ｄの中から文法的に正しい英文を１つ選び，記号で答えよ。

ａ　Life may well to be compared to a voyage.
ｂ　She needed not have hurried, for the plane was delayed.
ｃ　You had not better tell her about it.
ｄ　At least 3000 people may have been killed during the war.

⑴　　ア to　イ have　ウ attended　　⑵　　ア rather　イ have　ウ played
⑶　She must have done well at school.　She must have done well at school.She must have done well at school.
⑷　My father used to go fishing in the river　　⑸　　My father used to go fishing in the river　　⑸　My father used to go fishing in the river　　⑸　　ｄ

助動詞を用いた構文の演習
⑴　空所　空所空所アの前にある ought がヒントとなる。ought を用い

て「…すべきだったのに」という後悔の念を表すためには，ought to …
（…すべきだ）に ‘have ＋過去分詞’ を続ける。したがって，‘have ＋過去分詞’ を続ける。したがって，have ＋過去分詞’ を続ける。したがって，’ を続ける。したがって， を続ける。したがって，アには to，
イには have が入る。ウには，日本文から，「出席する」という意味の at-
tend を過去分詞にして，空所に入れる。

⑵　　「（…するより）むしろ～したい」の部分は，助動詞の would を用い
た would rather ～（than …）という表現を使えばよい。また，ここは
過去の内容に関して述べているので，後に ‘have ＋過去分詞’ を続ける。‘have ＋過去分詞’ を続ける。have ＋過去分詞’ を続ける。’ を続ける。を続ける。

⑶　「彼女は学校の成績がよい」は「彼女は学校でよくやっている」と解　「彼女は学校の成績がよい」は「彼女は学校でよくやっている」と解「彼女は学校の成績がよい」は「彼女は学校でよくやっている」と解
釈して並べ換える。「…だったに違いない」は ‘‘must have ＋過去分詞’’ と 
する。これを与えられた語で表現すると，「解答」のようになる。to が不要。

□　助動詞＋ have ＋過
去分詞

□　would rather ～
（than …）（（…するよ
り）むしろ～したい）

□　助動詞＋ have ＋過
去分詞

問題問題

解答

解説

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜ハイレベル＞
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⑷　「かつて…した」の部分は過去の習慣を表すので，used to … とい　「かつて…した」の部分は過去の習慣を表すので，used to … とい「かつて…した」の部分は過去の習慣を表すので，used to … とい
う表現を用いる。「川へ釣りに行く」は，go fishing in the river という
ように前置詞に to ではなく in を用いることに注意。過去の習慣を表
す would を用いると used の他に to も余ってしまうことから，would 
が不要な１語となる。また，used to … は，現在と対照の意味を含むが 
would には現在との対照の意味はない。

⑸　　ａ「人生が航海にたとえられるのはもっともだ。」という意味にした
いと考えられるが may well …（…するのはもっともだ）の後には通例，
不定詞でなく動詞の原形が続く。よって，この場合は may well to be ～ 
ではなく，may well be … としなければならない。
　ｂ「彼女は急ぐ必要はなかった。なぜならば，飛行機が遅れたのだか 
ら。」という意味にしたいと考えられるが，この need は後に ‘not have‘not havenot have 
＋過去分詞’ が続いていることから，一般動詞ではなく，助動詞である。’ が続いていることから，一般動詞ではなく，助動詞である。 が続いていることから，一般動詞ではなく，助動詞である。
助動詞 need を needed というように過去形にすることはない。助動詞 
need を用いて「…する必要はなかった」とするには ‘‘need not have ＋
過去分詞 ’’ とするべき。
　ｃ「彼女にその事について話さない方がよい。」の意味になると考えら
れるが had better の否定形は had better not の語順にしなければなら
ない。
　ｄ「少なくとも 3000 人の人がその戦争中に亡くなったかもしれない。」
助動詞 may の後に have been killed という完了形が続き，「殺されたか
もしれない」という意味を表す。文法上の誤りは含まれていない。

□　would と used to …

□　may well …（…する
のももっともだ）

□　had better …（…し
た方がよい）

□　助動詞＋ have ＋過
去分詞

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜ハイレベル＞
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各組の英文がほぼ同じ意味になるように，各空所に適切な１語を入れよ。ただし，その語は
空所にそれぞれ記された文字で始まるものとする。 （10 点：各２点）
⑴　Though he started a little earlier, I overtook him soon.

Though he started a little earlier, I ㋑（c　　）up ㋺（w　　）him soon.
⑵　If you don’t quit smoking, you won’t get better.

If you don’t ㋑（g　　）㋺（u　　）smoking， you won’t get better.
⑶　Lucy was going to mail the letter right away.

Lucy was going to mail the letter（i　　）.
⑷　My wife and I invariably go for a walk on Sundays.
My wife and I go for a walk on Sundays （w　　）fail.

⑸　When I was walking along the street, suddenly I heard a cry for help.
　When I was walking along the street,  ㋑（a　　）at ㋺（o　　）I heard a cry for 
help.

⑴　㋑ caught　㋺ with　　⑵　㋑ give　㋺ up
⑶　immediately　　⑷　without　　⑸　㋑ all　㋺ once

⑴　「彼は少し早く出発したけれども，私はすぐに彼に追いつ
いた。」overtake（～に追いつく）をｃで始まる動詞を伴う熟

語表現を用いて書き換えると catch up with ～ となる。問題文が過去時
制であるので，catch を caught と過去形にする点に注意する。
⑵　「君がもし喫煙をやめないのであれば，元気にはならないだろう。」「～
をやめる」は quit あるいは stop と表せるが，give up を用いて表すこ
とも可能である。また，問題文では quit，give up の後に smoking とい
う動名詞が続いていることを確認しておきたい。これらの動詞（句）は目的
語に to 不定詞ではなく動名詞をとる。
⑶　「ルーシーはすぐにその手紙を出すつもりだった。」「すぐに」は問題
文にあるように right away あるいは at once と表せるが，i で始まる１
語では immediately と表す。
⑷　「妻と私は毎週日曜日にいつも決まって散歩に出かけます。」invari-
ably は「いつも決まって」という意味を表すが，without fail を用いて
も同じ意味を表すことが可能である。この表現の直訳は「失敗なしに」と
なるが，そこから「いつも決まって；必ず」という意味が派生した。
⑸　「道沿いに歩いていた時，私は突然助けを求める悲鳴を聞いた。」「突
然」は suddenly という副詞１語で表すこともできるが，all at once と
いう表現で表すこともできる。

□　catch up with ～ 
（～に追いつく）

□　give up …ing 
（…することをやめる）

□　immediately（すぐ
に）

□　without fail（必ず）

□　all at once（突然）

問題問題

解答

解説

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜ハイレベル＞



can t〔couldn t〕
have ＋

問題問題

解答

解説

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜ハイレベル＞
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ａ ｄ
ａ
ｂ
ｃ
ｄ

ａ

may  but 

may might as well 

may well 

問題問題

解答

解説

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜スタンダード＞



used to 

would rather that  S ＋ V
ａ

need not have ＋

can’t have ＋
ｂ

would rather than 
ｃ

had better 
ｄ

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜スタンダード＞



may might as well as ～

cannot  too 

it is  that S should … …

解答

解説

問題問題

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜スタンダード＞
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SVOC 5

問題問題

解答

解説

[ 見本 ] 本科 中高一貫コース　英語　解答解説編＜スタンダード＞
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QE05C2-H1D1構文：助動詞

②▶

①▶

総
得
点 50

◀②

◀①

英

語

⑴　ア（　　　　　　　　　　　　　 ）イ（　　　　　　　　　　　　　 ）ウ（　　　　　　　　　　　　　 ）

⑵　ア（　　　　　　　　　　　　　 ）イ（　　　　　　　　　　　　　 ）ウ（　　　　　　　　　　　　　 ）

⑶
　　 

⑷
　　 

⑸　（　　　　　　　　　　  ）

⑴　㋑（　　　　　　　　　　　　　 ）㋺（　　　　　　　　　　　　　 ）

⑵　㋑（　　　　　　　　　　　　　 ）㋺（　　　　　　　　　　　　　 ）

⑶　（　　　　　　　　　　　　　　  ）

⑷　（　　　　　　　　　　　　　　  ）

1 PE05C1-H1C41 PE05C1-H1C4

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

4

2

4

2

5

2

5

2 PE05C1-H1C52 PE05C1-H1C5

2

6

2

6

2

7

2

7

2

8

2

8

2

9

2

9

解 答 用 紙 禁無断転載

※解答は、濃く、はっきりとご記入ください。

2015年 5-2
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2

0

2

2

0

2

2

2

☆  would like to play (outside) では「（外で）遊びたい」の意で現在の願望を表す。「むしろ～
したかった」の意を出すには (would) rather の後に‘have ＋ 過去分詞’を続けるとよい。

☆‘may well ＋ 動詞の原形’で「…するのはもっともだ」の意。
　 Ex.You may well get confused.（あなたが混乱するのはもっともだ。）

☆☆ cf. Bring the book with you without fail.
　　     （必ずその本を持ってきなさい。）
　　 ＝ Don’t fail to bring the book with you.
　fail to …で「…を怠る；…をしない」の意。

1
-1

☆ catch は不規則変化をする動詞で，過去形は caught となる。



添削者名

答

案

感

想

欄

添

削

者

よ

り

▼解答が終わってから記入しましょう。

辞書・教科書・参考書等を使って解きましたか（はい・いいえ）

学年 1・2・3・卒／志望校 大学
解答時間　　　　　分

⑸　㋑（　　　　　　　　　　　　　 ）㋺（　　　　　　　　　　　　　 ）

⑴　
　　 

　　 

　　 

⑵　
　　 

　　 

　　 

2

10

2

10

3 QE05C2-H1C13 QE05C2-H1C1

15

11

15

11

15

12

15

12

「くやしい」と思える気持ち，とても大

切ですね。常に一生懸命勉強している

ことが伝わってきます。わからないとこ

ろは辞書・参考書を使って自分なりの

答を作ることが大切です。復習によっ

て確認することでさらに力がつきます。
三島

2

13

10

① 「…したはずがない」という‘過去のことに対する強い否定的推量’は‘can’t〔couldn’t〕＋
have ＋ 過去分詞’で表す。ここでは設問指示に従って could を使う。

　 can’t〔couldn’t〕＋ 動詞の原形には「…であるはずがない」という‘現在のことに対する強
い否定的推量’を表す用法もある。
② ここでは「（その時）滞在していた」ということなので，過去進行形にするかwas を用いる
のが自然。

①

have met -2

②

was -0

①

might as well -2 in order -2

②in out
-1

③

①  may well… は「…するのももっともだ」の意。「…する方がよい」はmay〔might〕as well …
で表す。

② so as to … は，so as for ～ to …のように意味上の主語を置く形は不可。
③「出入りする」は普通 come〔go〕in and out と表す。

[ 見本 ] 中高一貫コース　英語　添削見本


