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1 Itを中心とする構文
1. 解答
(1) for (2) It (3) it (4) far, it (5) It, took (6) no, use

(7) that (8) does, it, cost (9) it, rule (10) since

【解説】

(1) to不定詞の意昧上の主語には forを用いる．

(2) It is + 補語 + that ...「…は～だ」Itは形式主語，that以下が真の主語．

(3) think it natural that …の構文．itは形式目的語，that以下が真の目的語．

(4) 距離を尋ねるときには，How far is it ∼ ? 距離は itを用いて表現できる．

例：It is ten miles from here. (ここから 10マイルです．)

(5) It + takes + 人 + 時間 + to ∼「～するのに…時間がかかる」
参考：It costs + 人 + 費用 + to ∼「～するのに…お金がかかる」

(6) It is no use doing「～しでもむだである」no use 「むだ」

(7) It is ∼ that ...「…なのは～だ」強調構文．～の部分には，もとの文の名詞，代名詞，

副詞表現が入る．問題文では，in this village（副詞句）を強調した．

(8) It costs ∼「お金がかかる」を尋ねる文は，How much does it cost ...?

(9) make it a rule to ∼「～することにしている」it は形式目的語，to 不定詞が真の目

的語．

(10) It is[has been] + 時間 + since ∼「～してから…時間が経っている」

2. 解答
(1) It was careless of you to make such a mistake.

(2) It happened that I met an old friend of mine in the concert.

(3) We took it for granted that he would be chosen captain of the team.

【解説】

(1) It is + 形容調 + of ... to ∼ で，to 不定詞の前に for ではなく of を用いる

のは「人の性質を表す形容詞」が用いられる場合．「人の性質を表す形容詞」は

kind/foolish/stupid/careless/wiseなど．

(2) 「私は偶然彼に会った」I happened[chanced] to meet him. = It happened[chanced]

that I met him. = I met him by accident.

(3) take it for granted that ∼「～は当然のことと思う」

3. 解答
(1) for, her (2) It, seems (3) of, you (4) without, saying

(5) before

【解説】

(1) It is + 補語 + that ...の構文は，that以下（真の主語）を for ∼ to ...（to不定詞を
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真の主語， forは不定詞の意味上の主語）で言い換えることができる．

(2) 「彼は病気のようだ．」He seems to be ill. / It seems that he is ill. なお， appear

「～のようだ」も，seemと同じように使える．

(3) 「人の性質を表す形容詞」は， to ∼の前には，forではなくて ofを用いる．

(4) 「～は言うまでもない．」It is needless to say that ∼ / It goes without saying that

∼ / Needless to say，∼
(5) It was not long before ∼ 「まもなく～した．」未来なら，It will not be long before

∼「まもなく～するだろう」

4. 解答
(1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 3

【解説】

(1) 「彼女が一言も言わずに去ったのは不思議だ」

It is + 補語 + that ...の構文．(Itは形式主語，that以下が真の主語)

(2) 「彼がどのようにしてその事故から生き延びたか驚くほどだ」

It is + 補語 + how ∼ (Itは形式主語，how以下が真の主語)

(3) 「私を家まで送って下さってありがとう」

「人の性質を表す形容詞」は，to ∼の前には，forではなくて ofを用いる．

(4) 「君が来るか来ないかはどうでもよい」

It doesn’t matter ∼「～は問題ではない，～はどうでもよい」 4 の mind「嫌がる，

気にする」は， 「人」が主語で用いる．

(5) 「私の車を修理するのに 700ドルかかる，と修理工が言った」

It costs + 人 + 金額 + to ∼ 「人が～するのに…お金がかかる」「人」は， costsの

目的語．

(6) 「今都合がよくありませんでしたら，折り返しお電話いただけるでしょうか」

convenient(都合がよい)は，「人」が主語では用いない．「事柄」を主語として用いる．

(7) 「最初の航海でタイタニック号が沈没したのは，1912年のことだった」

It is ∼ that ...の強調構文．in 1912(1912年に)を強調した．

(8) 「大都市の車の運転で誰もがいやがるのは，駐車場所を見つけるのに時間がかかるこ

とだ」

It takes + (人) + 時間 + to ∼ 「(人が)～するのに…時間がかかる」「一般に人は」

の場合，「人」の部分を省略できる．
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5. 解答
(1) 激しい吹雪の中を進むのは困難だった．

(2) 数年後に経済状況が好転するかどうか疑わしい．

(3) 私は 20歳だった．2日間何も食べていなかった．イタリアからパリへヒッ

チハイクするのに 1週間かかっていて，私のお金は尽きていた．私がミラノ

を発つ前に，友人のシルバノが，パリに私に仕事を与えてくれるかもしれな

い人を知っている，と言ってくれたのだった．

【解説】

(1) find it difficult to do ∼「～するのは困難だと思う」itは形式目的語，to doが真の

目的語．

(2) It is doubtful whether ∼「～かどうかは疑わしい」Itは形式主語，whether ∼が真
の主語．

(3) It had taken me a week to hitchhike ∼「私がヒッチハイクするのに 1週間かかって

いた．」

2 関係詞構文
1. 解答
(1) 1 (2) 3 (3) 2

【解説】

(1) the reason (理由)を先行詞とする関係副詞は why．

(2) what(～のこと，もの)は先行詞の不要な関係代名詞．本問の whatは，tellの目的語

になる．

(3) which には，その前の節や句を受ける用法がある．「そして [しかし] それが [を]～」

(= and[but] it ∼)の意味．関係代名詞の thatには，この用法はない．

2. 解答
(1) whose (2) what (3) when (4) as (5) what (6) As

(7) why (8) Whoever (9) what (10) but (11) what

【解説】

(1) 所有格の whoseは，先行詞が人でも物でも用いられる．

(2) whatは先行詞が不要．what = the thing(s) whichと言い換えができる．

(3) the day を先行詞とする関係副詞の when．the day when ∼ と続けると主部が長く
なるので，when以下を後へ移した．

(4) 先行詞に suchがついていれば，関係代名詞は asを用いる．

(5) what is called ∼「いわゆる～」 他に，what we[you/they] call ∼とも言える．
(6) as is often the case with ∼ 「～にはよくあることだが」asは関係代名詞．

類例：as is usual with ∼ 「～には通例のことだが」
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(7) That is (the reason) why ∼ 「そういう訳で～だ」the reasonを略す場合が多い．

(8) whoever = anyone who 「～する人は誰でも」

(9) what one is 「現在の～」 what one was / who one used to be 「過去の～」関係代

名詞 whatの慣用表現．

(10) 関係代名詞の butは，先行詞に否定語がつき，but以下も否定の意味であるから，「～

しない…はない」という二重否定となる．

(11) A is to B what C is to D. 「Aと Bの関係は Cと Dの関係と同じである」

3. 解答
(1) where / in, which (2) doesn’t / but (3) to / that (4) why / for

【解説】

(1) 「関係副詞 = 前置詞 + 関係代名詞」の関係がある．

(2) 関係代名詞の but．「～しない…はない」

(3) the last ∼ to ... / the last ∼ that ...「絶対…しない～」の意味．

(4) for this reason (この理由で)のように，reasonの前につける前置詞は for．

4. 解答
(1) 4 (2) 4 (3) 3 (4) 4 (5) 1 (6) 3 (7) 2 (8) 1

【解説】

(1) 「彼の住んでいる家はここから遠くない」

live は自動詞だから，the house in which he lives = the house where he lives の

関係．

(2) 「こちらは，あなたが昨年お会いした田中きんです」

関係代名詞の前にコンマがあるので，thatは不可．

(3) 「彼女は私が今までに会ったなかで，最も魅力的な女性です」

最上級 + that ... have[has] ever + 過去分詞「今までに～した最も…な人 (物)」

(4) 「彼は結婚していないと言ったが，それはうそだった」

whichは前の節や句を受けることができる．thatにはこの用法はない．

(5) 「ひろみさんありがとう．この本こそ私が欲しかったものです」

whatは先行詞を含む関係代名詞．(what= the thing(s) which)

(6) 「昨夜シンディは東京の新しい仕事について話してくれた．彼女はその仕事をとても

楽しんでいるようだ」

文脈から enjoyの目的語の jobが先行詞となっていると考え whichを選ぶ．

(7) 「木下さんが親切なのは友達に対してだけではない．彼女は援助が必要なあらゆる人

を手助けする」

whoeverは「～する人誰でも」(= anyone who)

(8) 「よく，米のアジア人に対する関係は，小麦のヨーロッパ人に対する関係と同じであ

ると言われる」
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A is to B what C is to D.「Aの Bに対する関係は Cの Dに対する関係と同じ」

5. 解答
(1) 私は何も言わなかったが，そのことが彼を怒らせた．

(2) 社会科学は，私が 1998年に学んだ科目だが，もうこの大学では教えられて

いない．

(3) ある言語が国際語となる理由は，その言語を話す人々の数とはほとんど関係

がない．その言語を話す人たちが誰であるかの方が，ずっと関係があるの

だ．ラテン語はローマ帝国の至る所で国際語となったが，これはローマ人

が，自分たちの支配した住民よりも数が多かったからではない．

【解説】

(1) 前の節や句を受ける whichの用法．(必ず whichの前にコンマがつく．)

(2) Social scienceと the subject (which) I studiedは同格．

(3) has little to do with ∼ 「～とほとんど関係がない」
センター整序問題に，have little or nothing to do with comfortが出題された．

3 不定詞を中心とする構文
1. 解答
(1) 1 (2) 2 (3) 2 (4) 1

【解説】

(1) be able to 「～できる」 2 possibleは「物事」が主語で用いる．

(2) 「人の性質」(kind/foolishなど)を補語に用いた，It is ∼ to ...の構文では，to ...の

前の前置詞は ofになる．

(3) too ∼ to ...「～するには余りにも，余りに～なので…できない」

(4) talk to a friend「友達と話をする」friendを前に出し，不定詞でつなぐと，a friend

to talk toとなる．類例：a house to live in「住む家」

2. 解答
(1) it (2) for (3) happened[chanced] (4) have, kept (5) what, to

(6) To, tell (7) to (8) Needless, to

【解説】

(1) Itは形式主語．

(2) for himは to liftの意味上の主語．

(3) happen[chance] to ∼「たまたま～する」．
(4) keep ∼ waiting「～を待たせる」have keptは完了形．

(5) what to do「何をすべきか」「疑問詞 + to不定詞」の形で，「～すべき，～したらよ

いか」の意．

(6) to tell the truth「実を言うと」
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(7) to findは副詞用法の「結果」を表す．

(8) needless to say「言うまでもなく」

3. 解答
(1) too / so, cannot[can’t] (2) enough / kindness

(3) order / might[could,would] (4) to, have, been

(5) have / have, only

【解説】

(1) too ∼ to ...(句) → so ∼ that cannot ...(節)

(2) ∼ enough to ...(句) → so ∼ that can ....(節)

(3) 「～するために」in order to ∼(句) → in order that may ∼(節)

(4) It seems that he was ill then. の文の that 以下の動詞 (was) が，述語動詞 (seems)

よりも過去なので，書き換えると不定詞が「完了形」(have + 過去分詞)になる．

It seems that he is ill. → He seems to be ill.

It seems that he was ill. → He seems to have been ill.

(5) All you have to do is (to) ∼ = You have only to ∼「～しさえすればよい」

4. 解答
(1) 4 (2) 1 (3) 2 (4) 2 (5) 3 (6) 2 (7) 3 (8) 3

(9) 2

【解説】

(1) 「彼は余りに速くしゃべったので，私には彼の言っていることが分からなかった」

too ∼ to ...「余りに～なので…できない」

(2) 「いい子にしていたら，今晩テレビを見せてあげよう」

let + 目的語 + 原形 (原形不定詞)．letは放任・許可の意味合いだが，makeは強制

(いやでも～させる)の意味．

(3) 「蚊を中に入れないため，窓を閉めた」

so as to「～するために」(= in order to)

(4) 「早朝の交通渋滞を避けるため，私たちは夜明け前に出かけた」

1 の according toは「～によれば」， 3 の owing to， 4 の due toは「～のために，

の理由で」

(5) 「良い教師は生徒に自分で物事を発見させるのだ」

allow + O + to不定詞．「Oが～するのを許す，～するに任せる」

(6) 「たいていの若い人たちは，お金を銀行に預けるよりはむしろ使ったほうがよいと考

えている」

would rather ∼ than ...「…よりむしろ～したい」

(7) 「両親は長い間許可を出さなかったが，ついに彼女が一人でヨーロッパへ行くことを

許した」

allowは toが必要 (allow + O + to ∼)であり，makeは強制 (いやでも～させる)な
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ので不適．

(8) 「母親が開けないでと言ったのに，その子は窓を開けた」

「tell + O + to + 動詞」の構文で，前の部分に動作が述べられていれば，to以下の

動詞は省略できる．不定詞の打消しは，not to ∼となる．
(9) 「この川は 7月に泳ぐのは危険だ」

It is dangerous to swim in this river. を this river を主語にすると，This river is

dangerous to swim in.(文末の inが必要)

5. 解答
(1) いろいろ問題があったが，彼女はなんとか車の運転ができるようになった．

(2) 社長になりたいという彼の願いはかなえられそうだ．

(3) わが子に礼儀を教える最善の方法は，常に模範を示すことである．これはわ

が子に教える必要などほとんどないということだ．もしあなた自身がよく礼

儀をわきまえているなら，平素の自分でいるだけでよい．子供はただまねを

するだけで，楽々とあなたが望む礼儀正しい人になるであろう．

【解説】

(1) manage to ∼「なんとか～する」
(2) be likely to ∼「～しそうだ」
(3) all you have to do is to ∼「～するだけでよい，～しさえすればよい」learn to ∼「～
するようになる」

4 分詞を中心とする構文
1. 解答
(1) spoken (2) waiting (3) surprised (4) fixed (5) drowning

(6) closed (7) Talking (8) understood (9) stolen (10) Seen

【解説】

(1) 「～される」(受動)の意味で名詞を修飾するときには，過去分詞を用いる．

(2) keep + O + doing「Oを～させておく」

(3) 「人」が主語で「驚く」は be surprisedという．本問では，beが lookとなった．

(4) have + O(物) + 過去分詞「～を…してもらう，を…される」

参考：have + O(人) + 原形「～に…してもらう」

(5) a drowning man「溺れかかっている人」will「～するものだ (習性を表す用法)」catch

at「～をつかもうとする」

(6) 付帯状況の with．「with + (代)名詞 + 分詞 [形容詞，副詞，句]」の形で，「～が…の

状態で」の意味となる．分詞については，その前の (代)名詞との主語述語の関係から

「能動的」であれば現在分詞，「受動的」であれば過去分詞と判断する．

(7) Talking of ∼「～はと言えば」分詞構文の慣用表現．
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(8) make oneself understood (in ∼) 「(～で)相手に通じる」

(9) have + O(物) + 過去分詞「～を…される」

(10) 接続詞を用いて言えば，When[If] it is seen from a distance, ∼.受動態なので，Being

seen ∼となるが Beingは通常省略される．

2. 解答
(1) typed (2) which[that], was (3) Not, knowing (4) speaking

【解説】

(1) have + O(人) + 原形 → have + O(物) + 過去分詞「～に…してもらう」

(2) 分詞 (現在分詞，過去分詞) が名詞を修飾する場合，関係代名詞を用いて言い換えで

きる．

(3) 否定の分詞構文は，notを doingの前に置く．

(4) frankly speaking「率直に言えば」同様に，generally[strictly] speaking「一般的に [厳

密に]言えば」

3. 解答
(1) He lay on the sofa with his arms folded.

(2) Admitting what you say, I still think you are wrong.

(3) I couldn’t make myself heard in the noisy classroom.

(4) Born and brought up in Paris, she can speak French well.

【解説】

(1) 付帯状況の with．

(2) 分詞構文．admitting「認めても」

(3) make oneself heard「声が届く，自分の声が人に聞こえる」

(4) 受動態の分詞構文．be born「生まれる」bring up「育てる」

4. 解答
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 3 (5) 4 (6) 4 (7) 3 (8) 1

(9) 4

【解説】

(1) 「学生に出された試験は大変難しかった」

文脈から「学生に出された」と考え，過去分詞の givenを選ぶ．

(2) 「科学者たちはその実験の結果に興奮した」

excite は「人」が主語では，過去分詞 excited を用い，「物」が主語では，現在分詞

excitingを用いる．他に，感情などを表す動詞 (surprise,amaze,interestなど)も同様

である．

(3) 「私の下手な英語では，なかなか相手に通じなかった」

make oneself understood「相手に通じる」

(4) 「たいていの人は目を閉じたまま真っ直ぐ歩くことはできない」
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with one’s eyes closed「目を閉じて」

(5) 「喉の痛みがひどくなったら，すぐに診てもらいなさい」

「have + O(物) + 過去分詞」「～を…してもらう」

(6) 「そのスター選手が入ってくるとすく試合は面白くなった」

主語 (game)は「物」だから，現在分詞の excitingを選ぶ．

(7) 「私たちがその誕生会に着いた時には，飲み食いするものは何も残っていなかった」

leftは過去分詞で直前の nothingを修飾している．

(8) 「ミサコにそのニュースを伝えると，彼女は驚いたようだった」

主語 (she)は「人」だから，過去分詞の surprisedを選ぶ．

(9) 「どのコースを取ったらよいか分からなかったので，助言を求めることに決めた」

否定の分詞構文は notを doingの前に置く．

5. 解答
(1) 彼女がボーイフレンドと劇場に入って行く姿を見た．

(2) 原文と比較すると，訳文にはいくつか省略された箇所がある．

(3) 有名な生態学者，レイチェル・カーソン (1907-1964)は，彼女自身の言葉に

よれば，「孤独な子ども」であった．彼女は小さな町で育ち，「多くの時間を

森や小川のほとりで，烏や虫や花を観察しながら」過ごした．若い時，レイ

チェルは読書を愛し，作家になろうと思っていた．

【解説】

(1) see + O + doingの受動態で，be seen doingの形となっている．

(2) compared with ∼「～と比較すると」
(3) Brought upは，受動態の分詞構文．bring up「育てる」spend + 時間 + doing「～

して時間を過ごす」

5 動名詞を中心とする構文
1. 解答
(1) 2 (2) 2 (3) 1 (4) 2 (5) 2

【解説】

(1) finish は目的語に動名詞をとるので不定詞は不可．目的語に不定詞を

とらず動名詞のみをとる動詞は数が少ない．主なものは mind/avoid/put

off/stop/deny/enjoy/finish/give upなど．

(2) Would you mind doing?「～してくださいませんか」

(3) rememberは目的語に不定詞と動名詞の両方可能だが，意味が異なる事に注意！

remember to do「～すべきことを覚えておく，忘れずに～する」(～は未来のこと)

remember doing「～したことを覚えている」(～は過去のこと)

(4) avoidは動名詞を目的語にとるので不定詞は不可．
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(5) look forward to ∼「～を楽しみに待つ」この toは前置詞なので，toの後は名詞か動

名詞がくる．

2. 解答
(1) collecting (2) enjoyed (3) Seeing (4) getting (5) use[good]

(6) having, been (7) like (8) goes

【解説】

(1) 「集めること」collecting 空欄は 1箇所なので動名詞を入れる．

(2) enjoy doing「～を楽しむ」

(3) 「見ること」seeing 1語なので動名詞を入れる．

(4) be used to ∼「～に慣れている」この表現の toは前置詞なので，toの後は名詞か動

名詞．

参考：get used to ∼「～することに慣れる」
(5) It is no use[good] doing.「～してもむだである」

(6) regretは動名詞が続くと「過去」を「後悔する」の意味．単純形でも完了形でもよい．

He regrets being lazy. = He regrets having been lazy.

(7) feel like doing「～したい気がする」

(8) It goes without saying that ...「…は言うまでもない」

3. 解答
(1) of, having (2) no, denying (3) on, going (4) help

(5) prevented[kept], him (6) On

【解説】

(1) be ashamed of ∼「～を恥じる」having doneは完了の動名詞．

(2) There is no doing.「～できない」(動名詞を用いた慣用表現)

(3) insist on doing「～したいと言い張る」

(4) cannot help doing「～せずにはおれない」(= cannot but + 原形)

(5) prevent[keep] ... from doing 「…が～するのを妨げる」

(6) on doing 「～するとすぐに」(= as soon as S + do)

4. 解答
(1) 1 (2) 2 (3) 2 (4) 1 (5) 2 (6) 4 (7) 4

【解説】

(1) 「人々が余りに速く話すので，最初は理解するのに苦労した」

have difficulty (in) doing「～するのに苦労する」

(2) 「痛みが止むまで，彼女は脚をマッサージした」

stop doing「～するのをやめる」

(3) 「私の作業着は洗う必要があるが，いま洗濯をする暇がない」

need doing「(物が主語で)～する必要がある」
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(4) 「今日何をしたいですか」「ドライブに行きたい気分です」

feel like doing「～したい気がする」

(5) 「明日わが身に何が起きるか分からないものだ」

There is no doing.「～できない」

(6) 「この気候は気になりませんか」「少し気にはなりますがしばらく経てば暑さに慣れ

るものです」

get used to ∼「～に慣れる」toは前置詞なので，toの後には名詞か動名詞．

(7) 「お会いできてうれしゅうございました．お便りを楽しみにしております」

look forward to ∼「～を楽しみに待つ」toは前置詞なので，toの後は名詞か動名詞．

5. 解答
(1) 君はそんな人たちと付き合うのは避けるべきだ．

(2) 外国の文化に慣れることは少し時間を要する過程である．

(3) 食事という点では，アメリカはフランスから学ぶべき教訓がある．アメリカ

人がしばしばフランス人と結びつけて考える念入りな食事の類を言っている

のではない．フランス人が取る食事の多くは，時間がかからず，質素なもの

である．

【解説】

(1) avoid「避ける」avoid は不定詞を目的語にはとれず，動名詞だけを目的語にとる．

keep company with ∼「～と付き合う」
(2) get used to ∼「～に慣れる」参考：be used to ∼「～に慣れている」
(3) when it comes to ∼「～ということになると」toは前置詞．associate ∼ with ...「～

を…と結びつけて考える」

6 比較構文
1. 解答
(1) 2 (2) 2 (3) 3 (4) 1

【解説】

(1) の後に thanがあるので，比較級が答えとなる．

(2) 2つ物の中での比較では，比較級に theをつける．

(3) at most「せいぜい」参考：at least「少なくとも」/ at best「よくても」/ at worst

「悪くすると」/ at last「ついに」

(4) less ∼ than ...「…ほど～でない」

2. 解答
(1) better (2) No (3) largest[biggest] (4) to (5) of (6) singers

(7) far (8) best

12



【解説】

(1) be good at ∼「～が上手だ」後に thanがあるので，goodを比較級にする．

(2) No (other) + 名詞 + so ∼ as ...「…ほど～な人 [物]はない」

(3) the + second[thirdなど] + 最上級「2[3]番目に～な」

(4) be junior[senior] to ∼「～より年下 [年上]だ」to は前置詞．

(5) 最上級のあとで，範囲を示す「～のうちでの中で」in + 単数名詞，of + 複数名詞．

(6) one of the + 最上級 + 複数名詞「最も～なうちの一人 [一つ]」

(7) so[as] far as「～する限りは」

(8) at one’s best「一番良い状態で，(花が)満開で」

3. 解答
(1) anything (2) you, can (3) junior (4) less (5) The, the

【解説】

(1) 「他の何よりも」anything else

参考：「ほかのだれよりも」anyone else, anybody else

(2) 「できるだけ～」 as ∼ as possible, as ∼ as one can

(3) 「～より年下だ」be younger than ∼, be junior to ∼
(4) no less than ∼「(数詞を伴って)～ほども多く」(= as many as ∼, as much as ∼)

参考：no more than ∼「(数詞を伴って)わずか～」

(5) the + 比較級 ∼, the + 比較級 ...「～すればするほど，ますます…する」

4. 解答
(1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 4 (8) 3

【解説】

(1) 「マイクは家族の中で一番背が低かった．彼の兄弟は皆ずっと背が高かった」

後の部分から，「一番背が低い」意味の語を選ぶ．

(2) 「アメリカは 19世紀後半に産業国家となった」

the latter half「後半」

(3) 「メアリーは妹さんより 5歳年上です」

by「～の差で」

(4) 「その問題を解くのは我々が思ったよりも難しかった」

(5) 「今年の夏はむしろ海辺へ行きたい．山はもうたくさんだ」

would rather ∼「むしろ～したい」 3 preferや， 4 would preferでは， toが必要．

(6) 「そんな危険な場所へ行くような分別のないことをしてはいけない」

know better than to ∼「～しないだけの分別がある」
(7) 「これは私が今までに読んだなかで，ずば抜けて一番良い本だ」

最上級を強める very．the very + 最上級「ずば抜けて一番～」

(8) 「あなたの庭は素敵です．とても整っていますね」「ええ，狭いほど，庭の手入れは容

易ですから」
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the + 比較級 ∼, the + 比較級 ...「～すればするほど，ますます…する」it is easy to

look after the garden (庭を世話することは易しい)を the easierとして前に出す．

5. 解答
(1) 朝早く近くの公園を散歩するほど気持ちの良いことはありません．

(2) その国は過去 100年で一番ひどい地震をうけた．

(3) シカゴはアメリカで二番目に大きな都市であるのに，イリノイ州の州都では

ないことを知って多くの人が驚く．イリノイ州の州都はスプリングフィール

ドであるが，それは主に，イリノイ州の最も有名な住民の一人であったアブ

ラハム・リンカーンの努力に依るものである．彼がスプリングフィールドを

州都にする運動の先頭に立っていたことを知っている人はほとんどいない．

【解説】

(1) Nothing is so ∼ as ...「…ほど～なものはない」

(3) second largest city「二番目に大きな都市」lead ∼ to ...「～を…するよう導く」

7 助動詞を中心とする構文
1. 解答
(1) そのうわさはうそかもしれない．

そのうわさはうそだったかもしれない．

(2) 彼が息子さんを自慢するのももっともだ．

あなたはパーティへ行ったほうがよい．

(3) 彼は一言も言わずに，何時間も座っていたものだった．

我々は彼に資金の提供を申し出たが，彼はそれを受け取ろうとしなかった．

(4) あなたの辞書を使ってもいいですか．

税金が 2倍になるなんて本当ですか．

(5) 彼はそこへ行く必要がなかった．

彼はそこへ行く必要はなかったのに (行った)．

(6) 私は朝早く起きたものだった．

私は朝早く起きるのに慣れていた．

【解説】

(1) may + have + 過去分詞「～したかもしれない」

(2) may well ∼「～するのももっともだ」
may as well ∼「～したほうがよい」(had betterより意味合いは弱い)

(3) would (often) ∼「～したものだった」(過去の習慣)

would not ∼「～しようとしなかった」(過去の拒絶)

(4) Can I ∼?「～しでもいいですか」(= May I ∼?)

Can it be true ∼?「果たして本当だろうか」 canは「強い疑問」の気持ちを表す．否
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定にすれば，cannot(～のはずがない)．

(5) 動詞の need → need to do「～する必要がある」

助動詞の need → need not have + 過去分詞「～する必要はなかったのに」

(6) used to + 原形「(昔は)よく～したものだ」(現在と比較した過去の習慣)

be used to ∼「～に慣れている」toは前置詞なので，toの後には名詞か動名詞．

※ wouldは「現在との比較」の意味合いはないが used toには含まれる．

→ There used to be an old church on the hill.(丘の上には昔，古い教会があった)

上のような例文では used toはつかえても wouldは使えない．

2. 解答
(1) must (2) used (3) should (4) to (5) rather

【解説】

(1) must「～しなければならない」「～するに違いない」

(2) used to + 原形「～するのが常であった」(過去の習慣)のほかに，「(以前は)～した」

(過去の状態)の意味がある．

(3) It is natural[strange,surprising など] that S ∼ の表現では，that 以下に should を

用いる．アメリカ英語では，shouldを省いて原形を用いる．

(4) ought to「～すべきだ」(= should)

(5) would rather ∼ than ...「…するよりむしろ～したい」

3. 解答
(1) need (2) may, well (3) but / help (4) repairing

【解説】

(1) needは疑問，否定で助動詞として用いることができる．

(2) may well ∼「～するのももっともだ」
(3) 「～せざるを得ない」cannot but + 原形 = cannot help doing

(4) need doing「(物が主語)～する必要がある」

4. 解答
(1) 4 (2) 1 (3) 3 (4) 1 (5) 4 (6) 2 (7) 4 (8) 4

(9) 2 (10) 3

【解説】

(1) 「彼は自分の研究にもっと時間を使うべきだ」

の後に toがあるので，oughtを選ぶ．ought to「～すべき」

(2) 「もう一杯コーヒーはいかがですか」

「丁寧・腕曲」の would．

(3) 「こんな嵐の中を外出しないほうがよい」

had betterの否定は，had better not．notの位置に注意！

(4) 「その少年はとても正直だから，そんなうそを言ったはずがない」
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cannot have + 過去分詞「～したはずがない」

(5) 「その手紙が見当たらない．もうジョンがその手紙を投函したに違いない」

must have + 過去分詞「～したに違いない」

(6) 「危険な国へ旅行に行く際には，どんなに注意しでもし過ぎることはない」

cannot ∼ too ...「どんなに～しでも…し過ぎることはない」

(7) 「面白い限り，どんな本でもよい」

will do「よい，結構だ」 類例：That won’t do.(それではだめだ)

(8) 「少年たちはアイスクリームを食べてはいけなかったが，食べてしまった」

should not have + 過去分詞「～すべきではなかった」

(9) 「なぜこの手紙がまだここにあるの」「あら，いやだ．昨日の午後手紙を投函すべき

だったのにすっかり忘れていた」

should have + 過去分詞「～すべきだった」

(10) 「彼女が教授に会うことを薦めます」

推薦・提案・要求などの動詞 (recommend/propose/suggest/demand) に続く that

節の中では，shouldが用いられる．アメリカ英語では shouldが省かれ，原形となる．

例：They suggested that he (should) be chosen captain of the team.

(彼をチームの主将に選出しようという提案が行われた．)

5. 解答
(1) 近頃風邪がとても流行しているので，体に十分気をつけてください．

(2) 友達を選ぶのにどれだけ注意をしてもしすぎることはない．

(3) 日本では車は内部も外部もよく手入れをしているが，アメリカでは，洗って

ない，へこんだ車が道路で多く見られる．この興味ある相違は，日本人とア

メリカ人が自動車に対して抱く異なる態度に因るものかもしれない．

【解説】

(1) take good care of ∼「～に十分気をつける」
(2) cannot ∼ too ...「どんなに～しでも…し過ぎることはない」

(3) due to ∼「～に因るのためだ」attitude「態度，心構え」

8 否定・譲歩の構文
1. 解答
(1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 1

【解説】

(1) little 「(数えられない名詞の前で)ほとんど～ない」

a little「(数えられない名詞の前で)少し～ある」

(2) I’m afraid not.の文中の notは「節 (S + V)」代わりに使われている．本問では，
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I’m afraid not. = I’m afraid he is not coming.

(3) whether ∼ or not「～しようとしまいと」(譲歩の副詞節)

(4) every, all, alwaysを notで打ち消すと「～とは限らない」(部分否定という)の意昧に

なる．本問では， のすぐ後に man(単数)が続いているので，everyが正解．部

分否定で用いる語には，他に necessarily, both, quite, completelyなどがある．

2. 解答
(1) always (2) all (3) spite (4) Whether (5) last (6) few

(7) However (8) without (9) more (10) whatever

【解説】

(1) not always ∼「～とは限らない」
(2) not ∼ at all「全く～ない」

(3) in spite of ∼「～にもかかわらず」(= despite ∼)

(4) whether ∼ or not「～しようとしまいと」

(5) the last ∼ (that) ... / the last ∼ to ...「絶対に…しない～だ」

例：the last person to break his promise (絶対約束を破らない人)

(6) few「(数えられる名詞の前で)ほとんど～ない」

a few「(数えられる名詞の前で)少し～ある」

(7) however + 形容詞 [副詞]「どんなに～でも」(譲歩の副詞節)(= no matter how ∼)

(8) never[cannot] ∼ without ...「～すれば必ず…する」

(9) no more ∼ than ...「…と同様に～でない」

(10) whatever ∼「何を～しでも」(譲歩の副詞節)(= no matter what ∼)

3. 解答
(1) from / but (2) matter (3) Despite (4) Hardly[Scarcely]

【解説】

(1) 強い否定「決して～ない」のいろいろな表現

→ far from, not ∼ at all, anything but, not in the least, by no means

(2) however + 形容詞 [副詞]「どんなに～でも」(= no matter how + 形容詞 [副詞])

(3) 「～にもかかわらず」in spite of ∼, despite ∼
(4) Hardly[Scarcely] had + S + 過去分詞 + when[before] ∼「…するや否や～する」本
問は，He had hardly left his house when it began to rain. という文を，hardlyを

強調して文頭に出したもの．否定語が文頭に来ると倒置になる！

4. 解答
(1) 2 (2) 1 (3) 2 (4) 4 (5) 1 (6) 3 (7) 3 (8) 3

【解説】

(1) 「あなたが行かないのなら，私も行きません」

否定の「～も」は either．(tooは否定文では使えない！)
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(2) 「ケリーは決して怠惰な子ではない」

by no means ∼「決して～ない」
(3) 「この会議がどんなに重要か彼は少しも分かっていない」

little「少しも～ない」を文頭に出すと倒置になる．一般に否定の表現を強調して文頭

に出すと，倒置になる．

(4) 「あなたの答えは完墜とはほど遠い」

anything but ∼「決して～ない」
(5) 「時にはどんなにつらいようでも，勉強を続けなさい」

のすぐ後に形容詞 hardがあるので，howeverを選ぶ．

(6) 「誰もがそのミュージカルは大成功を収めると思ったが，成功とはほど遠かった」

far from ∼「決して～ない」
(7) 「私の妻は普段夜コーヒーを飲みません．私も飲みません」

「～も…ない」は，否定文の後では「Neither[Nor] + 助動詞/be動詞 +S」．肯定文の

後では「so + 助動詞/be動詞 + S」となる．

(8) 「何時間も勉強したにもかかわらず彼はドイツ語があまり上達しなかった」

文脈から despite ∼「～にもかかわらず」と判断する．because of ∼「～のために，～
の理由で」，besides ∼「～に加えて」，instead of ∼「～の代わりに」

5, 解答

(1) 健康を失って初めてその価値が分かる．

(2) 最終列車に乗り遅れた時，私はタクシーに乗るしかなかった．

(3) 外国を旅行する人は大抵カルチャーショックに馴染みがあります．カル

チャーショックとは，不慣れな環境，言葉，食べ物，習慣などに依る不快感

のことです．しかし，旅行をしようとしまいと，成長するにつれて同様の問

題に直面するのだ，ということを理解する人はほとんどいません．

【解説】

(1) It is not until ∼ that ...「～して初めて…する」強調構文の It is ... that ∼に，until
∼を入れてでき上がった表現．

(2) have no choice but (to) ∼「～するしか他に方法がない」butは「～を除いて」の意．
(3) discomfort「不快感」similar「同様の，類似の」whether ∼ or not「～しようとしま

いと」

9 原因・理由・目的・結果の構文
1. 解答
(1) to (2) could (3) of (4) such (5) to (6) to (7) for

【解説】

(1) live to ∼「～するまで生きる，生きて～する」to不定詞は副詞用法 (結果)．
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類例：He grew up to be a great scientist.(彼は成長して立派な科学者になった．)

(2) so that S may[can, will] ∼「～するために」
(3) because of ∼「～のために，の理由で」
(4) such + 形容詞 + 名詞 + that ∼「とても…だから～だ」
参考：so + 形容詞 [副詞] + that ∼「とても…だから～だ」

(5) to + one’s + 名詞 (感情を表す名詞)「～が…したことには」名詞には，surprise, joy,

delight, disappointment, regret, reliefなどが用いられる．強めるには，much to his

surpriseあるいは to his great surprise「彼がとても驚いたことには」．

(6) only to ∼は「( 良くない)結果」を表す．

(7) for the purpose of doing「～するために」(= in order to ∼)

2. 解答
1. He can speak French as if he were a Frenchman.

2. He was such a nice boy that we soon became good friends.

3. Had I known her address, I would have written to her

【解説】

(1) as if + 仮定法過去「まるで～するかのように」

参考：as if + 仮定法過去完了「まるで～したかのように」

(2) such + 形容詞 + 名詞 + that ∼「とても…だから～だ」
(3) 仮定法で ifを省略して，文頭に had(仮定法過去完了)．were(仮定法過去)，should(仮

定法未来「万が一～だったら」)を出すことができる．

例：If I had known her address, I would have written to her.

上の文を Ifを省略すれば，

Had I known her address, I would have written to her.

3. 解答
(1) so / for, to (2) too / so, couldn’t (3) to (4) prevented[kept]

(5) far / best

【解説】

(1) 「～が…できるように」so that ∼ may[can, will] / for ∼ to ...

(2) 「…するには余りに～だ，とても～だから…できない」too ∼ to ... / so ∼ that S

cannot ...

(3) thanks to ∼「～のおかげで」
(4) prevent[keep] ... from doing「…が～するのを妨げる」

(5) as[so] far as S ∼「～する限り」to the best of one’s knowledge「(人が)知っている

限り」

4. 解答
(1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) 1 (5) 4 (6) 2 (7) 4 (8) 1

(9) 2
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【解説】

(1) 「そんな振る舞いをするとは，彼は頭がどうかしているに違いない」

to behave ∼「～するとは」不定詞の副詞用法・理由．
(2) 「雨が降るといけないから，傘を持って行きなさい」

in case ∼「～するといけないから，する場合には」in case以下は副詞節なので，未

来の内容でも現在形を用いる．

(3) 「大変うれしかったことには，私はスピーチコンテストで一等になった」

to one’s joy「(人が)うれしかったことには」

(4) 「部屋にはボブしかいなかったから，彼がそれを壊したに違いない」

must have + 過去分詞「～したに違いない」since「～だから」

(5) 「鈴木さんは健康のためタバコをやめた」

for the sake of ∼「～のために」(利益・目的を表す)

(6) 「ミラー博士は，飛行機の延着のため，講演を行うことができなかった」

due to ∼「～のため」(原因・理由) according to ∼「～によれば」in place of ∼「～
の代わりに」in case of ∼「～の場合には」

(7) 「間違いをすることを恐れて，せっかくの機会を利用できない人もいる」

for fear of ∼「～することを恐れて」as for ∼「～といえば」but for ∼「～がなけれ
ば」(仮定法で用いる) in need of ∼「～を必要として」

(8) 「ただ有名な作家によって書かれたからといって，その本が常に優れた本であるとは

限らない」

not ∼ because ...「…だからといって～ではない」

例：We should not despise a man because he is poor.

(貧しいからといって人を軽蔑しではならない．)

(9) 「20分早くそこへ着けるよう，急行に乗りましょう」

so that ... can ∼「…が～できるために」(目的を表す構文) 1 の in orderは，in order

thatと thatが必要である．

5. 解答
(1) その少年は大きくなって有名な生物学者になった．

(2) 列車は大雪のため 20分遅れて到着の予定です．

(3) 自動車はアメリカではごく一般に使われているので，自動車はアメリカで発

明されたに違いないと多くの人は信じている．それは本当ではない．自動車

のあらゆる部分がある他の国で発明されたのである．実際アメリカ人が発明

したものは，結局は生産に於いて世界をリードすることになった，自動車の

大量生産の方法であった．

【解説】

(1) grow up to do「大きくなって～する」to doは副詞用法 (結果)．

(2) is to arrive「到着する予定である」be + to 不定詞「～する予定」owing to「～のた

めにの理由で」(= because of ∼, on account of ∼)
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(3) did invent「実際発明した」didは動詞を強調する．「実際に，本当に」と意味を補う

とよい．in the end「結局」

10 時・条件の構文
1. 解答
(1) 1 (2) 2 (3) 2 (4) 3 (5) 3 (6) 2 (7) 2

【解説】

(1) in ∼「(今から)～の後に」

(2) 仮定法過去 (現在の事実と反対の仮定)「もし～すれば，…するだろうに」If + S + 過

去，S + 助動詞の過去 (would,could,might,should) + 原形．

(3) unless ∼「もし～しないなら」(= if ∼ not)

(4) 「駅へ着いた時」(過去)には，列車は出ていた (大過去)．従って，had started(過去

完了)となる．

(5) till ∼「～まで」(継続) by ∼「～までに」(完了)

例：wait till 12 o’clock(12時まで待つ) / return by 12 o’clock(12時までに戻る)

(6) It is time + S + V(仮定法過去) 動詞は仮定法過去 (be動詞は were)を用いる．

(7) 仮定法過去完了 (過去の事実と反対の仮定)「もし～したら，…しただろうに」If + S

+ 過去完了．S + 助動詞の過去 (would,could,might,should) + have + 過去分詞．

2. 解答
(1) till[until] (2) Without (3) in (4) been (5) could

【解説】

(1) 「～までずっと」(継続)は till/until，「～までに」(完了)は by．なお，till, untilは

前置詞でも接続詞でも使えるが，byは前置詞である．「～までに」(完了)の接続詞表

現は by the time．

(2) 「～がなければ」前置詞表現では，without ∼, but for ∼．接続詞表現では，if it were
not for ∼ (仮定法過去)，if it had not been for ∼ (仮定法過去完了)．

(3) for the first time in ∼「～ぶりに，～の時間で初めて」
(4) have been to ∼「～へ行ってきたところだ，～へ行ったことがある」
(5) I wish + S + 仮定法過去．現在の事実と反対の願望．「～するといいのになあ」

3. 解答
(1) is / passed (2) Without / for (3) Should

【解説】

(1) 「～してから…(時間)になる」

It is[has been] + 時間 + since ∼ → 時間 + has[have] passed since ∼
(2) 「～がなかったら」前置詞では without ∼，仮定法過去完了の表現では if it had not
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been for ∼．
(3) 「万一～するなら」If ... should ∼ の表現で，Ifを省略して shouldを文頭に出すこ

とができる．このとき倒置になることに注意すること！センター 3回出題！！

4. 解答
(1) 3 (2) 4 (3) 1 (4) 1 (5) 2 (6) 1 (7) 2 (8) 4

(9) 4 (10) 2

【解説】

(1) 「お客様は本当にその報告書を急いでいるのです．明日までに仕上げることができま

すか」

「～までに」(完了)は by ∼．
(2) 「もしジムが私にそのお金を貸してくれなかったら，その車を買えなかっただろう」

仮定法過去完了．時制の問題はセンター頻出です．

(3) 「バスは 25分後に出発するだろうと彼は言った」

in ∼「(今から)～後に」，until ∼「～までずっと」
(4) 「私は銀行に勤めているので，大学生の時にコンピュータ・サイエンスを勉強してい

たら良かったのにと思います」

I wish + 過去完了「～したらよかったのになあ」(過去の事実と反対の願望)

(5) 「新しい企業を起こす潮時ですよ」

It is (high) time + 仮定法過去「そろそろ～する時だ」

(6) 「2002 年ワールドカップが開催された時までに，サッカーはすでに日本の主要なス

ポーツになっていた」

by the time ∼「～までには」．ワールドカップ開催も過去だけどサッカーの話はもっ
と過去！

(7) 「浜辺は美しかった．もっと長く居たかったなあ」

I wish + 仮定法過去完了．過去完了の部分に助動詞が使われる場合，例えば canな

らば，I could have + 過去分詞」で，過去完了の代用となる．

(8) 「私はとても疲れていた．そうでなかったら，昨夜パーティへ行っただろうに」

otherwise「そうでなかったら」過去の事実に反することなので仮定法を用いる．

(9) 「私がもう少し若ければ，一緒に登山に加わるんですが」

仮定法過去．

(10) 「君は試験の準備をしていたら，試験に受かったのに」

仮定法過去完了．試験が行われたのは過去だが準備はもっと前にするので過去完了．
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5. 解答
(1) もし太陽が西から昇るとしても，私の気持ちは変わりません．

(2) 私は大人になって初めて，その時父が言ったことの本当の意味が分かった．

(3) 知っての通り，光は直進する．もし光が角を曲がったりすれば，世界はもっ

と識別しにくいであろう．しかし光が直進するというのは，まったく正しい

というわけではない．それは観察と矛盾する．光は異なる媒体の境目で曲

がる．

【解説】

(1) If ... were to ∼「もし～することがあれば [あるとしても]」純粋な仮定を表す．(この

文のように，有り得ない事にでも使える．)

(2) It is not until ∼ that ...「～して初めて…する」

(3) not quite ∼「すっかり～というわけではない」(部分否定) observation「観察」media

「媒体」
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例文集

1 Itを中心とする構文

(1) It’s dangerous for children to stay here.

(2) It was kind of you to help me.

(3) How long is it since we last met?

(4) It’s no use[good] arguing with him anymore.

(5) Is it true that Lisa is leaving the club?

(6) “How far is it to Boston?” “Its about ten miles.”

(7) It takes (you) an hour to get to the airport.

(8) It costs (you) about 40 dollars per day to rent a car.

(9) It is natural that she should be disappointed.

(10) It was my brother that visited New York last month.

(11) It seems that they’ll be arriving tomorrow.

(12) It goes without saying that health is above wealth.

(13) It won’t be long before your dream comes true.

(14) I find it easy to book a hotel online.

(15) My father makes it a rule to eat rice for breakfast.

(16) My grandfather takes it for granted that women do housework.

(17) It doesn’t matter to me what you do.

2 関係詞構文

(18) This is what is called “globalization.”

(19) That is what we call “jet lag.”

(20) As is often the case with her, she was silent in the meeting.

(21) I missed the train. That’s why I was late.

(22) The movie director made the actress what she is now.

(23) There is no rule but has exceptions.

(24) He is the last person who would tell a lie.

(25) He would be the last person to tell a lie.

3 不定詞を中心とする構文

(26) I’m too tired to walk.

(27) I happened to be out when she came to my house.

(28) I don’t know what to do.
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(29) To tell the truth, I woke up late this morning.

(30) He woke up to find himself in the hospital.

(31) Needless to say, we have little time.

(32) This house is big enough for us to live in.

(33) We arrived early in order to get good seats.

(34) All you have to do is (to) tell the truth.

(35) You have only to sleep well.

(36) You only have to sleep well.

(37) We talked quietly so as not to wake the baby.

(38) My parents won’t allow me to study abroad.

(39) He told me save the seat for him.

(40) My mother made me clean my room.

(41) I had the doorman carry my baggage.

(42) My father let me go to the movie.

4 分詞を中心とする構文

(43) He waited for her to come back with the engine running.

(44) Speaking of your brother, is he still in London?

(45) She had her hair cut.

(46) She had her bag stolen.

(47) Generally speaking, Americans are friendly.

(48) Can you make yourself understood in English?

(49) She couldn’t make herself heard above the cheers.

5 動名詞を中心とする構文

(50) I am looking forward to hearing from you.

(51) I’m used to getting up early.

(52) I feel like going for a drive.

(53) It goes without saying that health is above wealth.

(54) She was[felt] (deeply) ashamed of her father’s crime.

(55) She insists on my staying a little longer.

(56) I cannot help but agree with you.

(57) The rain prevented us from going to the beach.

(58) On seeing a police officer, the man ran away.

(59) Be careful (in) crossing a busy street.

(60) I’ve some difficulty doing the work.
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(61) The carpet needs washing.

(62) The carpet needs to be washed.

(63) There is no telling what will happen.

6 比較構文

(64) No (other) country in the world is larger than Russia.

(65) I chose the cheaper of the two new models.

(66) There were at (the) most 50 people in the concert hall.

(67) This dress is less expensive than that one.

(68) No (other) country in the world is as large as Russia.

(69) Canada is the second largest country in the world.

(70) Nick is senior to me.

(71) John is the smartest in his family.

(72) He can run (the) fastest of the three boys.

(73) As far as I know, he is a good guy.

(74) You can stay here as long as my mother’s away.

(75) It was a tough match, and I wasn’t at my best.

(76) Light can travel faster than anything else.

(77) Please let me know as soon as possible.

(78) As many as five thousands people took part in the campaign.

(79) The higher you go, the more beautiful the view becomes.

(80) I spent the latter[second] half of the year in Kyoto.

(81) She is older than her sister by two years.

(82) The operation took a lot longer than we thought.

(83) He knows better than to believe the rumor.

(84) I would rather stay home than go out.

(85) This is by far the best movie of the year for me.

7 助動詞を中心とする構文

(86) He must have had a good rest.

(87) She can’t have made such a mistake.

(88) I should[ought to] have taken his advice.

(89) He may well win.

(90) We might as well go in the rain. It will never stop.

(91) We would often go to the movies.

(92) I used to walk to school with my friends.
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(93) It is natural that she should be disappointed.

(94) You ought to be more careful.

(95) I cannot but feel sorry for her.

(96) I cannot help feeling sorry for her.

(97) The carpet needs washing.

(98) The carpet needs to be washed.

(99) “Would you like to join us?” “Yes, I’d like that.”

(100) You cannot be too careful when you drive.

(101) The door won’t open.

(102) The doctor strongly recommended that I should stop smoking at once.

8 否定・譲歩の構文

(103) “Do you know that lady’s name?” “No. I’m afraid not.”

(104) I have to find a job whether I like it or not.

(105) Not every student has a computer.

(106) In spite of the rain, they went to the beach.

(107) He would be the last person to tell a lie.

(108) You’re welcome, whoever you are.

(109) No matter which you choose, you’ll be satisfied.

(110) She never leaves home without carrying her cell phone.

(111) A bat is no more a bird than a rat is (a bird).

(112) His physical condition is far from perfect.

(113) Her life was anything but easy.

(114) Although[Though] she is young, she is capable teacher.

(115) Hardly had I sat down when my cell phone rung.

(116) “I don’t want to walk any further.” “I don’t, either.”

(117) He didn’t go abroad until he was 40.

(118) We had no choice but to cancel the trip.

9 原因・理由・目的・結果の構文

(119) He woke up to find himself in the hospital.

(120) I have to get up early so that I can catch the first train.

(121) It was such an interesting book that I read it in a day.

(122) Much to his surprise, she gave him her phone number.

(123) I arrived on time, only to find no one here.

(124) Mike studied hard for the purpose of getting a scholarship.
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(125) He talks as if he knew everything.

(126) I’m too tired to walk.

(127) I’m so tired that I can’t walk.

(128) Thanks to him, I found another job.

(129) The rain prevented us from going to the beach.

(130) To the best of my knowledge, it’s not a crime.

(131) Take an umbrella in case it rains.

(132) He is returning to Scotland for the sake of his family.

(133) The accident was due to a driver’s carelessness.

(134) He got out of country for fear that he would be killed.

(135) She didn’t marry him (just) because he was rich.

(136) The President is to visit Kyoto today.

10 時・条件の構文

(137) I have to finish this work by tomorrow.

(138) The store is open until 10 p.m.

(139) See you again in three days.

(140) He won’t go to sleep unless you tell him a story.

(141) It’s (about) time you went to bed.

(142) For the first time in his life he felt truly happy.

(143) I wish I knew his phone number.

(144) My grandfather died five years ago.

(145) Five years have passed since my grandfather died.

(146) It has been five years since my grandfather died.

(147) It is five years since my grandfather died.

(148) If it were not for your help, I would not be able to do this job.

(149) Without your help, I would not be able to do this job.

(150) But for your help, I would not be able to do this job.

(151) If he should change his mind, he would let us know.

(152) We were delayed at the airport. Otherwise we would have been here by lunch

time.

(153) If it rains tomorrow, I will stay home.
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