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❶ ❷ ❸ ❹ ❺

１ 6 資料の読み取り 387 東京農工大 統計に関する表現 名詞構文 継続用法の関係代名
詞which 分詞構文 結果を表す不定詞 SVOOの受動態

２ 10 大衆文化 417 和光大 品詞の識別 付帯状況を表すwith such a[an]＋名詞 help＋動詞の原形 nothing is＋比較級＋
than ～

３ 14 インタビュー 514 共立女子大 キーワードとトピック・センテンス 現在完了進行形 A＋S＋V＝ 
ＳがVするA by ～ing keep＋O＋from ～ing

４ 18 コミュニケーション 456 杏林大 仮定の含みを持つ would as if＋仮定法 inform＋O＋that ... spend＋O＋～ing 主語の働きをする節を
作る関係代名詞のwhat see A as B

５ 22 自然環境 524 金沢工業大 指示語に着目する (1) 倍数の表現 仮定法過去 so ～ that ... 接続詞のwhere so that S will V 

６ 26 社会生活 486 明海大 it を含む構文 Cの働きをする
節を作るthat

Cの働きをする
名詞的用法の不定詞 仮定法現在 〈手段〉を表すwith 

７ 30 エネルギー 495 早稲田大 エネルギー問題に関する語句 get ＋ C ＝～になる （上から数えて） 
～番目に…な

控え目な推量を表す
would as～as any other ... 接続詞のonce

８ 34 娯楽 417 東京工科大 挿入と同格 比較されている
もののとらえ方

allを使った「～だけ」
の意味を含む形 the way that S+V admire A for B 

９ 38 比較文化 591 跡見学園女子大 that の働きを区別する (just) as [like] 
S＋V while S＋V 間接疑問 動詞を強調する

助動詞のdo

10 42 エッセイ 481 広島大 主観的文章の読み方 比較対象の省略 without so much 
as ～ 

名詞の繰り返しを避け
るために使うone 

節の中に節を
含む構造 have＋O＋過去分詞 

11 46 日常生活 542 早稲田大 〈V ＋ O ＋ to do〉の形で使う動詞 of で始まる同格句 leave/keep＋O＋C alone＝～だけ not＋動名詞

12 50 言語 651 北海道大 ～ing の働きを区別する wish＋仮定法 SVCの形で使う動詞 比較級を強調する
even 疑問詞＋to do 

13 54 環境論 519 聖心女子大 指示語に着目する (2) 名詞を修飾する
現在分詞 

S is believed to 
be ～. 

have trouble  
～ing not A but B 

14 58 ノンフィクション 562 法政大 相関接続詞 owe B to A It is＋形容詞＋
that ... 前置詞＋疑問詞節 程度を強調する

as ～ as ...

15 62 日本文化 442 武蔵大 パラグラフ・リーディング It is ＋ 過 去 分 詞 ＋
that ～ 完了不定詞 not only A but 

(also) B It is not until～that ... have no choice but 
to do 

16 66 健康・医学 450 法政大 名詞を後ろから修飾する節 強調構文と〈not A 
but B〉の組み合わせ

the＋比較級 ～, 
the＋比較級 ...

that’s not the 
case ～, most of which ... 

17 70 教育 480 お茶の水女子大 同格節を後ろに置く名詞 whether to do 同じ名詞のくり返しを避
けるために使うthose 

no＋比較級
（＋than ～） 前置詞＋関係代名詞

18 74 政治 467 — ディスコース・マーカー as＝～するとおりに，
～するように 

最上級に続く
〈of ～〉の前置

接続詞に続く
〈S＋be動詞〉の省略 進行形の受動態 分詞構文の

beingの省略

19 78 産業 800 — 副詞的用法の不定詞の意味のとらえ方 as many as ～ 部分否定 whatの特殊な用法 too＋形容詞
＋a[an]＋名詞

the next time 
S＋V 

20 82 科学技術 479 岩手大 一般常識の必要性 happen to do 動名詞の意味上の主語 関係副詞のwhere make sure that S V 名詞を修飾する過去分詞


