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Track 78

Track 79

Track 80

Track 77

1　時制
 24  It has been snowing all day.  I wonder when it will stop. 

 29  If it is fine this weekend, I will go fishing.
 30  Please lock the door when you leave.
 32  I don’t know if my sister will help us tomorrow, but let me ask her. 

2　文型
 55  Please remain seated until the bus comes to a stop.
 59  Tom made the staff clean the restroom. 
 62   My brother was kind enough to help me carry my baggage 

upstairs. 
 72  We must always keep our nails clean. 
 74  The doctor advised her to take a rest. 
3　助動詞

 101 Would you step aside, please?
 107 You should not speak so loud.  It is bad manners.
 120 You shouldn’t have said such a thing.
 122 We cannot be too careful when we drive a car.
 129 I would rather stay home than go out.
4　受動態

 148 Your baggage will be sent to you tomorrow.
 154 Mary seemed to be satisfied with the results.
 161 I was made to clean my brother’s room.
 168 Who was this picture drawn by?
5　不定詞

 184 She went to France in order to study French.
 191 The baggage was too heavy for her to carry.
 193 This problem was difficult to solve.
 194 There was no paper to write on, so I had to take notes on my hand.

暗唱例文 100 「第1章」で「英作文」アイコンのついた問題から，知っておくと英作文に有効
な表現を集めました。（問題と同じ例文になっています）
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Track 76

Track 78

Track 79

Track 80

Track 77

1　時制
 24  １日中雪が降っている。いつやむのだろう。

 29  もし今週末いい天気なら，私は釣りに行く。

 30  出かける時はドアに鍵をかけてください。

 32   姉〔妹〕が明日私たちを手伝ってくれるかどうかはわからないけど，彼女
に聞いてみます。

2　文型
 55  バスが止まるまで，座ったままでいてください。

 59  トムはスタッフにトイレを掃除させた。

 62  私の兄〔弟〕は親切にも私が荷物を上の階へ運ぶのを手伝ってくれた。

 72  我々は常に，つめを清潔にしておかねばならない。 

 74  医師は彼女にひと休みするようにと忠告した。

3　助動詞
 101 脇に寄ってくださいませんか。

 107 そんなに大きな声で話してはいけません。行儀が悪いですよ。

 120 君はそんな事を言うべきではなかったのに。

 122 車を運転する時は，どんなに注意深くしてもしすぎることはない。

 129 私は出かけるよりは家にいたい。

4　受動態
 148 あなたの荷物は明日，あなたの元へ送られるだろう。

 154 メアリーは結果に満足しているようだった。

 161 私は兄の部屋の掃除をさせられた。

 168 この絵は誰によって描かれたものですか。

5　不定詞
 184 彼女はフランス語を勉強するためにフランスへ行った。

 191 その荷物は重すぎて彼女には運べなかった。

 193 この問題は解決するのが難しかった。

 194 書く紙がなかったので，私は手にメモをとらなければならなかった。
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2　文型     
(1)  Height can be exaggerated with protective helmets, and thick clothing 

can make the body look broader and stronger.
        （東京理科大）

(2)  There is an old saying, “If you love someone, set them free.”  Ron 
Hornbaker was a man who thought that this was true about books as 
well.  He didn’t want to see the books he loved become dusty on his 
shelf.  He dreamed of sharing them with others.

        （中央大）

Challenge 和訳問題
次の英文の和訳にチャレンジしましょう。下線がある場合は，下線部を和訳しましょう。

「第1章」で「和訳」アイコンのついた問題を中心に，類似の
表現が実際に入試に出題された和訳問題を厳選しました。
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2　文型     
(1)  防護ヘルメットをつけることで，背を高く見せることができ，厚手の服
によって体を大きく，強く見せることができる。

➡  59  make A do「A に…させる」

(2)  「もしあなたが誰かを愛しているのなら，その人を自由にするべきだ」
という古いことわざがある。ロン・ホーンベイカーは，このことが書籍に
もあてはまると考えた人物だった。彼は自分のお気に入りの本が書棚の中
でほこりにまみれるのを見たくはなかった。 彼はそれらを他の人たちと共
有することを夢見たのである。

➡  69  see A do「A が…するのを見る」
be true about ～「～についてあてはまる」

3　助動詞     
(1)  離れた場所同士でのコミュニケーションは，文明の歴史を通して問題が
あった。古代ギリシャ人は，日光を鏡に反射させて光らせたかもしれない
し，ローマ人は高度な合図を使っていたかもしれない一方，他の民族はか
がり火やのろしを使用した。しかし，これらの方法全ては，一般的に 20
マイルほど視界が開けていることや視線が途切れないことを必要とした。

➡  113  may have ＋過去分詞「…したかもしれない」

(2)  ロジャーは私の化学の先生の息子で，脳性まひを患っていた。彼に初め
て会った時はぎくしゃくした。彼は私と同じ年だったが，彼の身体は小さ
く，単純な文を言うのに大変な努力をしなければならなかった。私は彼を
目の前にして彼を凝視し，驚き困惑せずにはいられなかった。同時に，そ
んな思いやりのない反応に自分自身に怒っていた。

➡  125  cannot help doing「…せずにはいられない」
in one’s presence「～の面前で」


