英語リーディング
重要ポイントの最終「５チェック」
①まず文構造を分析し，空所に入るものの品詞を考えよう！
The writer of the realist movement embraced the notion that art should depict life (
(a) accurately and objectively

(b) accuracy and objectivity

(c) accurate and objective

(d) accurate objectivity

).

【ポイント】
空所に入りうる単語の品詞をまず考えること！
同格の that 節中は以下のようになる。
art(S) should depict(V) life(O) (

).

SVO の要素がそろっているので，空所には副詞が入ると推測される。
accuracy, objectivity は名詞。accurate, objective は形容詞。
【正解】
(a) accurately and objectively
（写実主義運動の作家たちは，芸術は生を正確にかつ客観的に描写すべきだという考えを受け入れ
た。）

②「…こと」という意味になっても what とは限らない！
(

) there is a difficulty in the plan is obvious.
(a) What

(b) That

(c) Which

(d) As

【ポイント】
「…こと」という意味になっても what とは限らない！
「…こと」が that 節か what 節かの判別の基準は，後に続く部分が
不完全な文（S,C,O,前置詞の目的語のいずれかが欠ける）か
完全な文か。
①

接続詞 that⇒後に続くのは完全な文「…ということ」

②

関係代名詞 what⇒後に続くのは不完全な文「…すること（もの）」

【正解】
(b) That
（その計画には難点があるということは明らかだ）

③名詞を後ろから修飾するかたまりのかたちをしっかりイメージしよう！
The amount of paper (

) and consumed by a country is closely related to its cultural

standards.
(a) that produced

(b) that has produced

(c) produced

(d) is produced

【ポイント】
名詞(S)＋(過去分詞…)＋動詞(V)～の構造に注意！
過去分詞（produced and consumed by a country）が The number of paper にかかり、全体で S
になっている。V は後に続く is。過去分詞と過去形を混同しないように！
The amount of paper which is produced and consumed by a country …
と関係代名詞を用いて書き換えることもできる。
“関係代名詞の主格＋be 動詞”は省略可能であることに注目。
また(a)や(b)の主格の関係代名詞のみを省略することはできないことも注意。
【正解】
(c) produced
（一国で生産され消費される紙の量は，その国の文化水準と密接な関係がある）

④コンマとコンマにはさまれた部分はとりあえず飛ばして読む！
and / or / but で結ばれたものは必ず文法的に同じはたらきをするものであることを確認し
よう。
It was a long time before the different organs of the government, each with its specific
function and its limits, could be clearly distinguished, and (

) the conception of

government as power grew into the conception of government as service.
(a) since

(b) when

(c) before

(d) after

【ポイント】
and の後に続くものと文法的に同じはたらきをするものを and よりも前でさがす。
and の後には the conception of government (S) grew(V)の節が続くので、空所に入るものは従属
接続詞。and より前にある従属接続詞は before のみ。
コンマとコンマではさまれた部分 each (being) with its specific function and its limits は being が
省略された独立分詞構文。
each=each organ of the government

【正解】
(c) before
（政府の異なる機関が，それぞれ独自の機能と限界を備えて，明確に区別されるようになるまでに
は，そして権力としての政治という概念が奉仕としての政治という概念に成長するまでには長い
時間がかかったのである）

⑤文構造がわからなくなったら倒置・省略・挿入を考える！
Only by decisively intensifying the international relief programs (

) this global social

problem.
(a) we can solve

(b) can solve

(c) can we solve

(d) solve we

【ポイント】
文頭に否定語句(Only)が出ると SV の倒置（疑問文の語順）が生じる！
本来は，We can solve this global social problem only by decisively intensifying the international
relief programs.
【正解】
(c) can we solve
（断固として国際救済計画を強化することによってはじめて，このような地球規模の社会問題を解
決できるのである）

