＜解説をご覧になる上でのお願い＞
これは『高校入試短文で覚える英単語１９００』（文英堂）の解説です。個人的なご活
用は構いませんが、塾などお金を取って授業をする場所で利用したい場合には号相談下さ
い。
なお版権は組田幸一郎にあり、二次使用は禁じますので、ご了承下さい。また、予告な
しにこの解説を削除する場合があります。
＜使い方＞
（文の分析）
ここでは、次のようなルールで印をつけています。
（１）名詞のグループは□でくくる。
a big tree

the sleeping baby

（２）動詞が２語以上の場合には、アンダーバーをつける。また中学生が「熟語」と呼
ばれるものにもアンダーバーをつける。
He has lived in Hawaii for ten years.
I am interested in J-pop.
（３）接続詞・関係代名詞のグループは[

]でくくる。

I think [ that he will come soon. ]
Do you know

the man [ who spoke to James last night. ]

（４）前置詞のグループは(
( in the lake )

)でくくる。

( on the desk )

（５）現在分詞・過去分詞を使った後ろからの修飾については矢印で示す
the boy sleeping in the bed

（check）
その文で使用されている文法事項についての説明です。同じ文法事項は、同じ説明にな
っています。特に説明する部分がない場合には、英文の意味を捉えた上で、声に出して読
み、暗誦してください。
（意味の分析）
（１）第２文型（Ａ＝Ｂ）
ＡとＢとが＝であることを示す
（２）その他の文型は、まず「ＳがＶする」を示した上で、「誰に」「何を」「どうして」
などを加えていきます。
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1

That cute reporter is also from Canada.

文の分析
check

That cute reporter is also ( from Canada ).

第２文型

A is B. に代表される第２文型とは、Ａ＝Ｂという意味になる。
意味分析
That cute reporter = also from Canada
あのかわいいレポーター＝（彼女）もまた、カナダ出身だ。
「あのかわいいレポーターもまた、カナダ出身だ。」

2

Sightseeing in Kyoto is expensive.

文の分析
check

Sightseeing ( in Kyoto ) is expensive.

第２文型

A is B. に代表される第２文型とは、Ａ＝Ｂという意味になる。
意味分析
Sightseeing in Kyoto = expensive
京都の観光

＝

高い

「京都の観光費用は高い」

3 Sometimes we cook food together.
文の分析

Sometimes we cook food together.（特になし）

特に文法的な事項もないので、ここでは意味の分析を行い、しっかりと暗記することを
心がけたい。
意味分析

Sometimes we cook
何を？

「ときどき私たちは料理する」

→ food「食べ物を」

どのように？ → together「一緒に」
Sometimes we cook food together.
「ときどき、私たちは一緒に（食べ物を）料理する」
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4

We had tea and cake in the hotel.

文の分析 We had tea and cake ( in the hotel ).
check

接続詞

and

A and B で「A と B」という意味になる。この A と B は、単語の場合もあるし、文の場合
もある。and が出てきたら、それは何と何をつなげているのかをしっかりと注意したい。
この例文の場合、and は tea と cake とをつないでいる。
意味分析
We had 「私たちは食べた」
tea and cake →「お茶とケーキを｣

何を？

in the hotel cafe →「ホテルのカフェで」

どこで？

We had tea and cake in the hotel cafe.
「私たちはホテルのカフェでお茶とケーキをいただいた」

5

I saw a beautiful woman among the trees.

文の分析
check

I saw a beautiful woman ( among the trees ).

不規則変化動詞 saw

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。saw は see の過去形。
意味分析

I saw 「私は見た｣
何を？
どこで？

a beautiful woman →美しい女性を
among the trees →木々の中で

I saw a beautiful woman among the trees.
「私は木々の中で美しい女性を見た」
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6 Did you buy those blue clothes at that shop?
Did you buy those blue clothes ( at that shop ) ?

文の分析
check

過去形の疑問文

過去形を疑問文にするときは、文頭が Do(Does)ではなく、Did にする。そして動詞は
原形に戻す。
You bought those blue clothes at that shop.
Did you buy those blue clothes at that shop?
意味分析

Did you buy ～?「あなたは～を買ったのですか？」
何を？ those blue clothes →「青い服を」

at that shop?→「あのお店で」

どこで？

Did you buy those blue clothes at that shop?
「あのお店で、青い服を買ったのですか？」

7 Yesterday, I drove a car for the first time.
文の分析
check

Yesterday, I drove a car ( for the first time ).

不規則変化動詞

drove

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。drove は drive の過去形。
意味分析

Yesterday

「昨日」

どうしたの？
何を？
何回目？

I drove →「私は運転した」

a car →「車を」
for the first time

→「初めて」

Yesterday, I drove a car for the first time.
「昨日、私は初めて車を運転した」
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8 Mary caught three small fish at the lake.
文の分析
check

Mary caught three small fish

( at the lake ).

不規則変化動詞 caught

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。caught は catch の過去形。
意味分析

Mary caught「メアリーは捕まえた」
何を？

three small fish → 「３匹の小さい魚を」

どこで？ at the lake →「湖で」
Mary caught three small fish at the lake.
「メアリーは湖で３匹の小さい魚を捕まえた」

9 Did you hear our club's plan for summer vacation?
文の分析
check

Did you hear our club's plan ( for summer vacation )?

所有を表す名詞 club's

A's とすることで、「Ａの」という所有を表す。ここでは、our
ブの」という意味になる。
意味分析

Did you hear 「聞きましたか？」
何を？
いつの？

our club's plan →「私たちのクラブの計画を」
for summer vacation →「夏休みの」

Did you hear our club's plan for summer vacation?
「夏休みのクラブの計画を聞きましたか？」
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club's で「私たちのクラ

10 He always listens to classical music at night.
文の分析
check

He always listens to classical music ( at night ).

３単現の s listens

主語が、「３人称（彼・彼女・それ）」で、「単数」「現在形」の場合、動詞に s(es)をつ
ける。この場合は、主語が he なので、動詞が listen → listens となっている。
意味分析

He always listens to ～「彼はいつも～を聴く」
何を？

classical music →「クラッシック音楽を」

いつ？

at night →「夜に」

He always listens to classical music at night.
「彼はいつも、夜にクラッシック音楽を聴きます」

12 My sister bought only four flowers at the market.
文の分析
check

My sister bought only four flowers ( at the market ).

不規則変化動詞 bought

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。bought は buy の過去形。
意味分析

My sister bought 「妹は買いました」
何を？ only four flowers →「４本の花だけを」
どこで？ at the market →「市場で」
My sister bought only four flowers at the market.
「妹は市場で４本だけ花を買いました」
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13

The pond in the temple is about 10 feet deep.
The pond ( in the temple )

文の分析
check

is about 10 feet deep .

第２文型

A is B. に代表される第２文型とは、Ａ＝Ｂという意味になる。
意味分析
The pond in the temple = about 10 feet deep
神社のその池＝約 10m の深さ
「神社のその池は約 10 ｍの深さである」

14 Can I sit next to you?
Can I sit ( next to you )?

文の分析
check

助動詞 can

can は「～することが出来る」という可能を表す。Can I ～ ?は直訳すると「私は～する
ことができますか？」となるが、「～してよろしいですか？」という相手に許可を求める
表現となることに注意しよう。
意味分析
Can I sit ～？
どこに？

「座っていいですか？」

next to you →「あなたのとなりに」

Can I sit next to you?
「あなたの隣に座っていいですか？」
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15

I share a desk and computer with my brother.

文の分析 I share a desk and computer
check

接続詞

( with my brother ).

and

A and B で「A と B」という意味になる。この A と B は、単語の場合もあるし、文の場合
もある。and が出てきたら、それは何と何をつなげているのかをしっかりと注意したい。
この例文の場合、and はで desk と computer とをつないでいる。
意味分析
I share 「私は共有している｣
何を？

a desk and computer →「机とコンピュータを」

誰と？

with my brother →「私の兄と｣

I share a desk and computer with my brother.
「私は兄と机とコンピューターを共有している」

16

Someone is walking across the street quickly.
Someone is walking ( across the street ) quickly.

文の分析
check

進行形 is walking

be ＋現在分詞(doing)で「～している」という進行形を表す。ここでは、is walking で「歩
いている」という意味になる。
意味分析

Someone is walking 「誰かが歩いている｣
どこを？

across the street →「その通りを横切って｣

どのように？

quickly →「素早く｣

Someone is walking across the street quickly.
「誰かが素早くその通りを横切って歩いている」
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17

Millions of soccer fans watched the special match on TV.

文の分析
check

Millions of soccer fans watched the special match ( on TV ) .

規則変化動詞 watch

過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるタイプの動詞。基本的に動詞の原形に ed
(d)をつければいいが、have → had, study → studied(cry-cried, try-tried), drop → dropped
(stop - stopped)など例外もある。
意味分析
Millions of soccer fans watched 「何百万のサッカーファンが見た」
the special match →「特別ゲームを」

何を？

on TV →「テレビで」

どこで？

Millions of soccer fans watched the special match on TV.
「何百万のサッカーファンがテレビで特別ゲームを見た」

18 I agree with your wonderful idea.
文の分析
check

I agree with your wonderful idea .

名詞を飾る形容詞

形容詞が名詞の前につくときは、後ろの名詞を飾り、大きな四角を作る。
a big mountain

a pretty baby

ここでは wonderful が idea を飾り、「あ
なたのすばらしいアイディア」となる。

意味分析
I agree with ～
何に？

→「私は～に賛成する」

your wonderful idea

→「あなたのすばらしいアイディアに」

I agree with the wonderful idea.
「私はあなたのすばらしいアイディアに賛成です」
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19 He repaired the roof in windy weather.
文の分析
check

He repaired the roof ( in windy weather ).

規則変化動詞 repair

過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるタイプの動詞。基本的に動詞の原形に ed
(d)をつければいいが、have → had, study → studied(cry-cried, try-tried), drop → dropped
(stop - stopped)など例外もある。
意味分析

He repaired 「彼は修理をした」
何を？ the roof →「屋根を」
どんな時に？ in windy weather →「風の強い天気の中」
He cleaned the roof in windy weather.
「彼は、風の強い天気の中、屋根を修理した」

20 Mom and I went to the restaurant behind my junior high
school.
文の分析
check

Mom and I went ( to the restaurant ) ( behind my junior high school ).

接続詞

and

A and B で「A と B」という意味になる。この A と B は、単語の場合もあるし、文の場合
もある。and が出てきたら、それは何と何をつなげているのかをしっかりと注意したい。
この例文の場合、and は Mom と I とをつないでいる。
意味分析
Mom and I went 「お母さんと私は行った｣
どこに？

to the restaurant →「レストランに｣

どこの？

behind my junior high school →「私の中学校の後ろの｣

Mom and I went to the restaurant behind my junior high school.
「お母さんと私は、私の中学校の後ろのレストランに行った」

- 10 -

21 The pretty girl went on a trip to Singapore two years ago.
文の分析
check

The pretty girl went on a trip ( to Singapore ) ( two years ago ).

不規則変化動詞 went

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。go の過去形が went になるのは、go と同じような意味の wend
の過去形を借りているため。
意味分析

The pretty girl went on a trip 「そのかわいい女の子は旅行に行った｣
to Singapore →「シンガポールに｣

どこに？

two years ago →「２年前に｣

いつ？

The pretty girl went on a trip to Singapore two years ago.
「そのかわいい女の子は、２年前にシンガポールに旅行に行きました」

22 At last he spoke slowly in English.
文の分析 ( At last ) he spoke slowly ( in English ).
check

不規則変化動詞 bought

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。spoke は speak の過去形。
意味分析

At last 「ついに」
どうしたの？

he spoke 「彼は話した」

どんな風に？

slowly →「ゆっくりと」

何語で？

in English →「英語で」

At last he spoke slowly in English.
「ついに、彼は英語でゆっくりと話した」
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23 Because of the south wind, the large cloud is moving fast in
the sky.
文の分析 (Because of the south wind ), the large cloud is moving fast ( in the sky ).
check

進行形 is moving

be ＋現在分詞(doing)で「～している」という進行形を表す。ここでは、is moving で「動
いている」という意味になる。
意味分析

Because of the south wind, 「南風のために」
the large cloud is moving 「大きな雲が動いている」
どんな風に？

fast →「速く」

in the sky →「空で」

どこで？

Because of the south wind, the large cloud is moving fast in the sky.
「南風のために、空で大きな雲が速く動いている」

24 The rich woman paid a lot of money for the table.
文の分析
check

The rich woman paid a lot of money ( for the table ).

a lot of

a lot of ～で、「たくさんの～」という意味になる。数えられる名詞にも、数えられない名
詞にも使うことができるが、疑問文や否定文の時には使わない。
意味分析

The rich woman paid 「そのお金持ちの女性が支払った」
何を？

a lot of money →「たくさんのお金を」

何に？

for the table

→「そのテーブルに」

The rich woman paid a lot of money for the table.
「そのお金持ちの女性はたくさんのお金をそのテーブルに支払った」
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25 I joined a treasure hunt every Sunday.
文の分析 I joined
check

a treasure hunt ( every Sunday ).

規則変化動詞 join

過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるタイプの動詞。基本的に動詞の原形に ed
(d)をつければいいが、have → had, study → studied(cry-cried, try-tried), drop → dropped
(stop - stopped)など例外もある。
意味分析

I joined 「私は加わった」
何に？

a treasure hunt →「宝探しに」

いつ？

every Sunday →「毎週日曜日に」

I often join a treasure hunt on my holiday.
「私は、毎週日曜日に宝探しに加わった」

26 Table tennis is one of the popular sports in elementary
school.
文の分析
check

Table tennis is one of the popular sports ( in elementary school ).

one of ～

one of ～で「～のひとつ（１人）」という意味になる。～には名詞の複数形が入る。そ
のためここでは、「人気のあるスポーツのひとつ」という意味になる。なお、この文は第
２文型。
意味分析
Table tennis = one of the popular sports
卓球＝人気のあるスポーツのひとつ
どこで？

in elementary school →「小学校で」

Table tennis is one of the popular sports in elementary school.
「卓球は、小学校で人気のあるスポーツのひとつである」
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27

The national park is on the left side of the street.
The national park is ( on the left side of the street ).

文の分析
check

be + 前置詞

「be 動詞+前置詞」で「～にある（いる）」という意味になる。ここでは、is on ～なの
で、「～に面している」という意味になる。なお、この文は第２文型。
意味分析
The national park = on the left side of the street
その国立公園

＝

通りの左側に面する

The national park is on the left side of the street .
「その国立公園は、通りの左側に面している」

28 My brother chose his bicycle carefully.
文の分析
check

My brother chose his bicycle carefully.

不規則変化動詞 chose

動詞を過去形や過去分詞にするときに、ed(d)をつけるのではなく、その形を変化させる
動詞を不規則変化動詞と呼ぶ。よく使われる動詞が不規則変化動詞であることも多いので、
しっかりと覚えておきたい。chose は choose の過去形。
意味分析

My brother chose 「私の兄は選んだ」
何を？

his bicycle →「自分（彼）の自転車を」

どんな風に？

carefully

→「注意深く」

My brother chose his bicycle carefully.
「私の兄は、自転車を注意深く選んだ」
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29 The staff are waiting for the judge to come.
文の分析
check

The staff is waiting for the judge ( to come ).

進行形 are waiting

be ＋現在分詞(doing)で「～している」という進行形を表す。ここでは、are waiting で「待
っている」という意味になる。
check

イディオム

wait for ～ to do

～が do するのを待つ。ここでは、「the judge が come するのを待つ」→「裁判官が来るの
を待つ」となる。
意味分析

The staff is waiting for ～「職員は～を待っている」
誰を？

the judge 「裁判官を」

何するのを？

to come →「来るのを」

The staff is waiting for the judge to come.
「職員は、裁判官が来るのを待っている」

30 He is still walking through the crowd.
文の分析
check

He is still walking ( through the crowd ).

進行形 is walking

be ＋現在分詞(doing)で「～している」という進行形を表す。ここでは、is walking で「歩
いている」という意味になる。
意味分析

He is still walking 「彼はまだ歩いている」
どこを？ through the crowd →「群衆の間を」
He is still walking through the crowd.
「彼は群衆の間をまだ歩いている」
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