
高校英語へようこそ　１回目
要点学習

動詞の変形
　今回の単元では，中学で学習した内容の中から，文法単元を問わず特に注意すべきいくつか
のポイントを取り上げます。

ポイント
　日本語においては，主語の人称によって動詞は変化せず，また名詞の概念に単数，複数を区
別するという意識がほとんどないので，主語の数によって動詞が変化することはない。このよ
うな特徴から英語の「①（　　　　　　　　）と②（　　　　　　　　）の呼応」の規則にとま
どいを感じる人が多い。そこで初回は「①（　　　　　　　　）と②（　　　　　　　　）の呼
応」を取り上げてみる。

チェック
次の各文の下線部のうち，誤りのある箇所を指摘しなさい。
⑴ 　A ray of light passing ①through ②the center of a thin lens ③keep ④its original 

direction. 

⑵ 　People ①who ②hasn’t completed a college education ③will find they are ④at a 
disadvantage in the job market.         

⑶ 　The number of people ①living on the earth ②have increased explosively every year.  
Every person on the planet needs ③food, water, and fuel, but these resources ④are 
limited.

①　主語　　②　動詞
解答
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高校英語へようこそ　１回目
要点学習

動詞の変形
　今回の単元では，中学で学習した内容の中から，文法単元を問わず特に注意すべきいくつか
のポイントを取り上げます。

ポイント
　日本語においては，主語の人称によって動詞は変化せず，また名詞の概念に単数，複数を区
別するという意識がほとんどないので，主語の数によって動詞が変化することはない。このよ
うな特徴から英語の「主語と動詞の呼応」の規則にとまどいを感じる人が多い。そこで初回は

「主語と動詞の呼応」を取り上げてみる。

チェック
次の各文の下線部のうち，誤りのある箇所を指摘しなさい。
⑴ 　A ray of light passing ①through ②the center of a thin lens ③keep ④its original 

direction. 

⑵ 　People ①who ②hasn’t completed a college education ③will find they are ④at a 
disadvantage in the job market.         

⑶ 　The number of people ①living on the earth ②have increased explosively every year.  
Every person on the planet needs ③food, water, and fuel, but these resources ④are 
limited.
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解答

⑴　③　　⑵　②　　⑶　②

解説
⑴　「薄いレンズの真ん中を通過する光線は，元の方向を保つ。」a ray of light という単数が文
の主語なので，③ keep は三人称単数現在形の keeps とする。「薄いレンズの真ん中を通過
する光線は，元の方向を保つ。」つまり「光線は，薄いレンズの中心を通る場合には屈折は
しない。」という普遍的な事実を述べているので，時制が現在形になっていることにも注意。

　A ray (of light) (passing through the center of a thin lens) keeps its original direction.
　　 S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V　　　　　 O

⑵　「大学教育を修了していない人々は，求人市場で自らが不利な立場であることに気付くだ
ろう。」文の主語である people は複数の「人々」を表す集合名詞なので，②は haven’t とす
る。

　People〔who haven’t completed a college education〕will find（they are at a disadvantage 
　 　S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　　　　O

　in the job market.）

⑶　「地球上に住んでいる人々の数は毎年爆発的に増えている。地球上の１人１人は食料と水，
そして燃料を必要とするが，これらの資源は有限である。」文の主語は the number (of 
people) なので，単数扱い。よって②は has が正しい。

　The number (of people) (living on the earth) has increased explosively every year. 
　　　　　　S　　　　　　　　　　　　　　　　　 V

　Every person (on the planet) needs food, water, and fuel, but these resources  are  limited.
　　　 S　　　　　　　　　　 V　　　　　 O　　　　　　　　　 S　　　　 V　　 C
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解答

⑴　③　　⑵　②　　⑶　②

解説
⑴　「薄いレンズの真ん中を通過する光線は，元の方向を保つ。」a ray of light という単数が文
の主語なので，③ keep は三人称単数現在形の keeps とする。「薄いレンズの真ん中を通過
する光線は，元の方向を保つ。」つまり「光線は，薄いレンズの中心を通る場合には屈折は
しない。」という普遍的な事実を述べているので，時制が現在形になっていることにも注意。

　A ray (of light) (passing through the center of a thin lens) keeps its original direction.
　　 S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V　　　　　 O

⑵　「大学教育を修了していない人々は，求人市場で自らが不利な立場であることに気付くだ
ろう。」文の主語である people は複数の「人々」を表す集合名詞なので，②は haven’t とす
る。

　People〔who haven’t completed a college education〕will find（they are at a disadvantage 
　 　S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　　　　O

　in the job market.）

⑶　「地球上に住んでいる人々の数は毎年爆発的に増えている。地球上の１人１人は食料と水，
そして燃料を必要とするが，これらの資源は有限である。」文の主語は the number (of 
people) なので，単数扱い。よって②は has が正しい。

　The number (of people) (living on the earth) has increased explosively every year. 
　　　　　　S　　　　　　　　　　　　　　　　　 V

　Every person (on the planet) needs food, water, and fuel, but these resources  are  limited.
　　　 S　　　　　　　　　　 V　　　　　 O　　　　　　　　　 S　　　　 V　　 C
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高校英語へようこそ　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）
　Everybody ①（ have ） a favorite TV show.  Some people like to watch cartoons, 
other people like to watch *soap operas.  Now, reality TV shows are very popular 
in many countries.  Reality TV shows have no actors.  The stars are real people 
like you and me.  One of the most famous is “Survivor.”  In “Survivor,” sixteen 
people try ②（ win ） US $1 million.  For ten weeks, they live together far away 
from home.  Their life is very hard.  They have to sleep outside and find their own 
food.  There are many games and tests.  If they fail a test, they might have to 
leave the show.  “Survivor” is very popular.  In America, 51 million people watched 
the last show to see who would win.
　But ③is （ a / good / it / lot / of / to / TV / watch ）?  In Britain, most children 
watch more than three hours every day, and 66 percent of children have a TV in 
the ir  bedroom.   Some people th ink that  watching too much TV is  
④unhealthy for children because it stops them doing exercise.  They say that 
children should read books or go outside and play. ⑤They also think that watching 
cartoons that show a lot of violence is bad for young people.
　But now some scientists say that TV can be good. ⑥They found that children 
who watch TV before an exam can get higher grades.  This is because TV helps 
them to relax before the exam.  It also exercises their brains, but not too much.
　So the next time you have an exam, don’t feel bad about ⑦（ watch ） your 
favorite TV show the night before!
　*soap opera：「連続（メロ）ドラマ」

Extensive Reader BOOK 2 by Gillian Flaherty, Chris Coey（成美堂）

⑴　カッコ①，②，⑦内の動詞をそれぞれ適切な形にせよ。ただし，１語になるとは
限らない。　（各３点）

⑵　下線部③が「テレビをたくさん見ることはよいことなのでしょうか」の意になる
ように，カッコ内の語を並べ換えてカッコ内のみを書け。　（５点）

⑶　下線部④のように言える理由を日本語で答えよ。　（６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と記せ。（各４点）
　　ア　リアリティーテレビ番組に出たがる役者はなかなかいない。
　　イ　『サバイバー』では参加者に与えられる食料はわずかである。 
　　ウ 　イギリスの子供は，ほぼ３人に２人の割合で自分の寝室にテレビを持っている。
　　エ　テレビは，テスト前の子供の緊張をほぐす効果がある。
⑸　下線部⑤，⑥を和訳せよ。　（各７点）
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※ここからは『Z Study　解答用紙編』の英語「高校英語へようこそ」１枚目にご記入ください。
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高校英語へようこそ　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）
　Everybody ①（ have ） a favorite TV show.  Some people like to watch cartoons, 
other people like to watch *soap operas.  Now, reality TV shows are very popular 
in many countries.  Reality TV shows have no actors.  The stars are real people 
like you and me.  One of the most famous is “Survivor.”  In “Survivor,” sixteen 
people try ②（ win ） US $1 million.  For ten weeks, they live together far away 
from home.  Their life is very hard.  They have to sleep outside and find their own 
food.  There are many games and tests.  If they fail a test, they might have to 
leave the show.  “Survivor” is very popular.  In America, 51 million people watched 
the last show to see who would win.
　But ③is （ a / good / it / lot / of / to / TV / watch ）?  In Britain, most children 
watch more than three hours every day, and 66 percent of children have a TV in 
the ir  bedroom.   Some people th ink that  watching too much TV is  
④unhealthy for children because it stops them doing exercise.  They say that 
children should read books or go outside and play. ⑤They also think that watching 
cartoons that show a lot of violence is bad for young people.
　But now some scientists say that TV can be good. ⑥They found that children 
who watch TV before an exam can get higher grades.  This is because TV helps 
them to relax before the exam.  It also exercises their brains, but not too much.
　So the next time you have an exam, don’t feel bad about ⑦（ watch ） your 
favorite TV show the night before!
　*soap opera：「連続（メロ）ドラマ」

Extensive Reader BOOK 2 by Gillian Flaherty, Chris Coey（成美堂）

⑴　カッコ①，②，⑦内の動詞をそれぞれ適切な形にせよ。ただし，１語になるとは
限らない。　（各３点）

⑵　下線部③が「テレビをたくさん見ることはよいことなのでしょうか」の意になる
ように，カッコ内の語を並べ換えてカッコ内のみを書け。　（５点）

⑶　下線部④のように言える理由を日本語で答えよ。　（６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と記せ。（各４点）
　　ア　リアリティーテレビ番組に出たがる役者はなかなかいない。
　　イ　『サバイバー』では参加者に与えられる食料はわずかである。 
　　ウ 　イギリスの子供は，ほぼ３人に２人の割合で自分の寝室にテレビを持っている。
　　エ　テレビは，テスト前の子供の緊張をほぐす効果がある。
⑸　下線部⑤，⑥を和訳せよ。　（各７点）
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⑴　①　has　　②　to win　　⑦　watching

⑵　it good to watch a lot of TV

⑶　テレビを見すぎることで子供たちが運動をしなくなるから。
⑷　ア　Ｆ　　イ　Ｆ　　ウ　Ｔ　　エ Ｔ
⑸　⑤ 　彼らはまた，多くの暴力を見せるアニメを見ることは若者によくないと

も思っています。
　　⑥ 　彼らは，テストの前にテレビを見る子供たちの方が高得点を取れるとい

うことを発見しました。

⑴　①　後に続く文からも，ここは「誰でもお気に入りのテレビ番
組があります」という一般論を述べている箇所だとわかるので時
制は現在時制が適切。Everybody は三人称単数扱いなので has
にする。

　②　動詞 try は，後に不定詞も動名詞も続けられるが，try to …
（…しようと（努力）する）と try …ing（試しに…してみる）で
は意味が異なる点に注意する。

　Ex. Mayuko isn’t here.  Try phoning her office number.
 （マユコはここにはいません。事務所に電話してみてください。）
　ここは，参加者が「試しに賞金を取ってみる」のではなく，「賞

金を取ろうと必死になる」という内容なので，正解は不定詞 to 
win。

　⑦　feel bad about ～（～を気にする；～を後悔する）の前置詞 
about に続く動詞の形を問う問題。don’t feel bad … 以降は「前
の晩に大好きなテレビ番組を見ることを気にしないでください」
の意味になればよい。不定詞と動名詞のどちらでも「…するこ
と」の意は表せるが，一部の例外を除いて普通は前置詞の後には
不定詞を置かないので，正解は動名詞 watching。 

⑵　「テレビをたくさん見ること」は不定詞の名詞用法で to watch 
a lot of TV とする。これを主語にして「…することはよいこと
なのでしょうか」の部分も加えると （is） to watch a lot of TV 
good（?） となるが，これでは語群の it が余るので，it を形式主
語として用い，（is） it good to watch a lot of TV（?） とする。

⑶　下線部④を含む部分 watching too much TV is unhealthy for 
children は主語が動名詞 watching で，「テレビを見すぎること

解答

解説

▼

不定詞を用いた
表現

▼

動名詞

▼

不定詞の名詞
用法

▼

形式主語 it
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は子供たちにとって不健康だ」の意。こう言える理由は下線部直
後の because（…なので）以降に書かれている。because it 
stops them doing exercise とあり，stop＋人＋（from） …ing は

「人に…させない」，do exercise は「運動をする」の意味なので，
直訳すると「それが彼らに運動をさせないから」となる。ここで，

「それ（主語 it）」と「彼ら（them）」の指す内容を考えると，it 
は「テレビを見すぎること（watching too much TV）」，them 
は「子供たち（children）」のことだから，この部分を含めて「テ
レビを見すぎることが子供たちに運動をさせないから。」が理由
である。さらにこれを「テレビを見すぎることで子供たちが運動
をしなくなるから。」と自然な日本語に言い換える。

⑷　ア 　本文３～４行目参照。リアリティーテレビ番組には役者は
出演せず，一般の人たちが主役だと述べられているが，役者
が出たがらないのかどうかについては記述がないのでＦ。

　　イ 　本文６～７行目参照。食料は与えられるのではなく，自分
で見つけなければならないとあるのでＦ。

　　ウ 　本文 10 ～ 12 行目参照。イギリスでは 66 パーセントの子
供たちが自分の寝室にテレビを持っているとある。66 パー
セントということはほぼ３分の２，すなわち３人に２人とい
うことだからＴ。

　　エ 　本文 17 ～ 18 行目参照。TV helps them to relax before 
the exam（テレビはテスト前に彼ら（＝子供たち）がリラ
ックスするのに役立つ）とあるのでＴ。help＋人＋（to） … 
で「人が…するのに役立つ」の意。

⑸　⑤　下線部⑤全体の構成は以下の通り。
　　They （＝ Some people） also think
　　　 S　　　　　　　　　　　　 V

think の目的語となる名詞節
　　

○　They also think that …「彼らはまた，…だと考える」この 
that は後ろに ‘ 主語＋動詞…’ の形を伴い，think の目的語となる
節（節とは ‘ 主語＋動詞 ’ を含む２語以上のかたまりのこと）を

watching cartoons
　動名詞

（that show a lot of violence）
　主格の関係代名詞

▼

because（ … な
ので）

is
V’

bad
C’

for young people.

S’

that
接続詞

QET4A1-H1C1-03
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作る接続詞。この ‘that＋主語＋動詞…’ のかたまりを名詞節と呼
ぶ。They は２つ前の文の主語 Some people（一部の人々）を指
す。

○　watching cartoons that show a lot of violence「たくさんの暴
力を見せる〔暴力場面の多い〕アニメを見ること」名詞節の中の
主語に当たる部分（厳密にはいくつかの語から成る場合「主語」
ではなく「主部」と呼ぶ）。watching は動名詞。that は主格の
関係代名詞で，先行詞 cartoons を that ～ violence が修飾して
いる。

○　is bad for ～「～に悪い」
○　young people「若者」
⑥　下線部⑥を含む文の構造は以下の通り。
　　They found
　　　S　　V

found の目的語となる名詞節
　 that　　children　can get higher grades. 

　 接続詞　　　S’　　　　V’

　（　　  watch TV  before an exam)
　　　 主格の関係代名詞

○　They found that …「彼らは…を発見した」この that は found
の目的語となる節を作る接続詞。この that 節は文中では名詞節
となっている。They は前の文にある some scientists を指す。

○　children (who watch TV before an exam) can get higher 
grades「テスト前にテレビを見る子供たちがより高い得点を得
られる」who は主格の関係代名詞で，who ～ an exam までが先
行詞 children を修飾している。

□　favorite （l. １） 「お気に入りの」
□　fail （l. ７） 「～（テストなど）に落ちる；～に失敗する」
□　grade （l. 17） 「成績」
□　brain （l. 18） 「脳」

who

重要語句

▼

動名詞▼

主格の関係代名
詞

▼

主格の関係代名
詞
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注
□　some people ～, other people … （ll.１～２） 「～する人もいれば…する人もいる」
□　cartoon （l. １） 「アニメ；マンガ映画」
□　reality （l. ２） 「現実；事実」
□　more than ～ （l. 11） 「～より多い」
□　percent （l. 11） 「パーセント」
□　relax （l. 18） 「くつろぐ；リラックスする」
□　 exercise （l. 18） 「～を使う；～を働かせる」l. 13 の exercise は名詞で「運動」

の意。
□　（the） next time … （l. 19） 「今度…する時」

全訳
　誰でもお気に入りのテレビ番組があります。アニメを見るのが好きな人もいれば，
連続メロドラマを見るのが好きな人もいます。現在，多くの国でリアリティーテレビ
番組がとても人気です。リアリティーテレビ番組には役者は出ません。その主役はあ
なたや私のような実在の人たちです。最も有名な番組の１つに『サバイバー』があり
ます。『サバイバー』では，16 人の人が 100 万米ドルを勝ち取ろうと奮闘します。参
加者は，10 週間の間，家から遠く離れて生活を共にします。その生活は大変厳しい
ものです。野外で寝たり，自分の食べ物を探したりしなくてはいけません。多くの試
合や試験が行われます。もし試験に不合格なら，参加者は番組から降板しなくてはな
らないかもしれません。『サバイバー』はとても人気があります。アメリカでは，
5,100 万人の人が，誰が勝つか知りたくて最終回を見たのです。
　しかし，テレビをたくさん見ることはよいことなのでしょうか。イギリスでは，大
部分の子供たちが毎日３時間よりも多くテレビを見ており，66 パーセントの子供た
ちが自分の寝室にテレビを持っています。テレビを見すぎると運動をしなくなるから
子供たちの健康に悪いと考える人もいます。その人たちは，子供たちは本を読むか外
に出て遊ぶべきだと言っています。彼らはまた，多くの暴力を見せるアニメを見るこ
とは若者によくないとも思っています。（⑤）
　しかし現在，科学者の中には，テレビだって役立つことがあると言う人もいます。
彼らは，テストの前にテレビを見る子供たちの方が高得点を取れるということを発見
しました。（⑥）これはテレビが，テスト前に子供たちがリラックスするのに役立つ
からです。また，テレビは子供たちの脳を疲れない程度に働かせるのです。
　そういうわけですから，あなたが次にテストを受ける時は，前の晩に大好きなテレ
ビ番組を見ることを気にしないでください。
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１週目の要点学習
ポイント編　２１－５名詞節を導く従位接続詞
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