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はじめに
世の中には時代とともに変化してゆくものと，時代を問わず変わらないも
のとがあります。TOEFL®（Test of English as a Foreign Language）に
ついて言えば，Reading はペーパーテスト，Listening はテープレコーダー
を使っての一斉受験という PBT（Paper-Based Testing）のアナログ世代か
ら，コンピュータを利用した CBT（Computer-Based Testing）へ，さらに
は iBT（Internet-Based Testing）のデジタル世代へと，出題形式は大きく
変わりました。同じ TOEFL® でも，まったく別物のテストになったように
さえ思えます。
しかし，その一方で，現在の TOEFL iBT® でハイスコアを得るために必
要な学習の内容や方法も一変してしまったかと言えば，けっしてそうではあ
り ま せ ん。PBT の 問 題 が TOEFL ITP®（Institutional Testing Program）
として再利用され，英語力測定の目的で今も広く実施されている事実は，留
学に必須の ̶ そして国際舞台で英語を使いこなすために必要な ̶ 高度な英
語力を身につけるためのコンテンツが PBT の時代と本質的には変わらない
ことを物語っています。ITP（=PBT）と iBT のスコアには高い相関関係が
あると実証されていることもその強力な証左です。
本 書 は TOEFL ITP® の Section 2: Structure and Written Expression
の対策用に，質量ともに十分な模擬問題を提供する目的で企画されました。

Section 2 で問われる文法・構文・語法の知識は，TOEIC® や日本の大学入
試で出題される英語問題と決定的な違いがあるわけではありませんが，いざ
解いてみるとはるかに難しく感じられるでしょう。最大の理由は語彙と，文
意の質的ギャップです。TOEFL® はアメリカの大学・大学院での授業で必
要とされる英語力の有無をみるのが本来の眼目ですから，そこで扱われる英
文が，文法セクションといえども，アカデミックな内容になるのは当然です。
本書では，英米の大学教養課程の教科書や参考書，インターネット上の
学術記事などから広く用例を採取し，TOEFL ITP® Section 2 の形式に合わ
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せて模擬問題を作成しました。実際の試験では【Structure 15 問＋ Written

Expression 25 問】の合計 40 問を 25 分間で解くことが求められます。本
書には本試験 12 回分に相当する 480 問（12 セット）を収録し，解答・解説
を加えました。加えて，必修パターンを大きく７つに整理してまとめた出題
項目別練習問題を 100 問用意し，総計 580 問と，Section 2 の対策としては
十分なボリュームの問題集に仕上がったものと自負しています。本書を征服
することで，利用者の皆さんが TOEFL ITP® で高スコアを獲得されるとと
もに，さらにハイレベルな英語力へと飛躍する一助となることを願ってやみ
ません。
模擬問題の編集に当たっては優秀なネイティブ・スタッフの全面協力を得
て，TOEFL ITP® と同等の難易度，質的完成度を持つ問題に仕上げること
ができました。この場を借りて厚く謝意を表します。また，語研編集部の奥
村民夫氏には，企画から校正に至るまで文字どおりあらゆる面で助言と支援
をいただきました。著者独力ではとうてい不可能な内容の豊富さと充実度を
達成できたのは，ひとえに奥村氏を始めとする編集部スタッフのご援助のお
かげです。重ねて心よりお礼申し上げます。

2013 年 1 月
木村哲也
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本書の構成
本書は，TOEFL ITP® TEST の Section 2: Structure and Written Expression 用模擬問題

580 問を収録した集中受験対策問題集です。次のような特長を備えています。

1.

良質な模擬問題 580 問を収録し，実際の TOEFL ITP® TEST で出題される文法問題の出題

2.

豊富な模擬問題と，わかりやすく簡潔な解き方の解説により，頻出出題項目に対応する解

項目について十分な受験練習ができる。
答法を体で覚え込むことができる。

3.

その結果，①設問文の《主語＋述語動詞》をまず確認しながら出題項目を判断し，②その
出題項目に対応する解答法で正答を見つけ，③解答制限時間 25 分以内に 40 問をすべて解
き終える「文法知識の応用力」と「速さ」を身につけることができる。

I Structure and Written Expression

出題項目別解答法＋練習問題 100 問

このパートでは，文法問題の頻出出題項目を次の 7 項目に分類し，その見分け方とポイントを簡単
に解説しました。そして，出題項目ごとに練習問題を用意して，それぞれの解き方を体得できるよう
にしてあります。

1. 文構造（練習問題 1-26）
2. 動詞形（練習問題 27-41）
3. 名詞・代名詞（練習問題 42-46）
4. 形容詞・副詞・比較（練習問題 47-59）
5. 接続詞・関係詞・前置詞・慣用表現（練習問題 60-79）
6. 一致・並列（練習問題 80-89）
7. 語順・欠落・冗語（練習問題 90-100）

II Structure and Written Expression 実力養成問題 480 問
このパートでは，上記出題項目を組み合わせた模擬問題を，実際の試験と同じ 40 問 12 セット（計

480 問）用意しました。各セット 40 問を，実際の試験時間である 25 分で全問解き終えられるよう
になるまで，繰り返し練習してください。どのセットも，少なくとも 3 回は解いてください。40 問
に続けて，解答・解説をまとめてあります。40 問を解き終えて解答を照合し，間違えた問題にはチェッ
クを入れて，時間を置いてから繰り返し解くようにしてください。
また，最初はまず 25 分という解答制限時間を設けず，必要なだけ時間を取って全問を解く方法も
有効です。それにより，皆さんの本当の実力がわかります。そして，次に 25 分の制限時間内に全問
を解く Timed Practice を繰り返すことで，「制限時間内に全問をすべて正しく解き終える」受験力を
養成することができます。
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TOEFL ITP 文法問題でもっとも頻繁に出題されるのは，文構造を問う問題です。
これは，英語の文を組み立てる力を測るものです。つまり，主語，述語動詞，補語，
目的語という，英語の文の根幹をなす 4 要素と，そこに追加されるさまざまな修飾
句を正しく判別して，正しい語順で再構築する力が求められます。Structure セク
ションでは，文の要素，修飾語句が正しい語順で並んでいる選択肢を選ぶ必要があ
ります。Written Expression セクションでは，文法，語法についての誤りを含む
下線部を選び，それを正しく訂正できなければなりません。
まず，英語の文についての基本ルールを確認しましょう。

ルール

1

ひとつの文［節］には必ず《主語＋述語動詞》が必要である。

ルール

2

単文には，《主語＋述語動詞》がひとつだけ含まれる。

ルール

3

《主語＋述語動詞》が 2 つ以上ある文では，接続詞か関係詞を用いて，それ
らの節を結ぶ必要がある。等位接続詞を用いて結んだ文が重文で，複数の
節に主従の関係はない。従位接続詞を用いて結んだ文が複文で，主節と従
属節から成る。ただし，従属節の《主語＋述語動詞》は省略される場合も
あるので，注意する。

ルール

4

主語，述語動詞，補語，目的語以外の挿入句や修飾句（副詞句）に含まれ
る名詞や準動詞（不定詞，動名詞，分詞）は主語，述語動詞として機能し
ない。

ルール

5

主語，補語，目的語，あるいは修飾句（副詞句）中の名詞の直後に，カン
マで区切って挿入される同格句は述語動詞を持たない。

ルール

6

関係詞節は，関係詞（関係代名詞，関係形容詞，関係副詞）に導かれる節《主
語＋述語動詞》の形で文に組み込まれて，先行詞の意味を限定したり，情
報を付加する働きを持つ。関係詞そのものに接続詞の働きがあるので，文
に組み込む際に接続詞を必要としない。
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以上のルールを頭に入れて，設問文はすべて，まず最初に《主語＋述語動詞》が
どれであるかを確認することから始めます。

Structure セクションでは，空所以外の部分に《主語＋述語動詞》があるかどう
かを確認します。両方ともそろっていれば，その名詞，動詞を含む選択肢は誤答と
わかります。《主語＋述語動詞》，あるいはその一方が欠けていれば，欠けている語
句を含む選択肢が正答である可能性が高くなります。

Written Expression セクションでは，《主語＋述語動詞》の有無を確認する，あ
るいは重複を見つけることが解答の第一歩となります。

Ⅰ 出題項目別解答法＋練習問題 100 問
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Practice Questions
□□□

1.

It is reported that, in the U.S., almost half of the fresh water
------- electricity.
(A) used for making
(B) being used to make
(C) for the use of
(D) is used for making

□□□

2.

------- The Ladies’ Magazine in the 19th century, Sarah
Josepha Hale campaigned to make Thanksgiving a national
holiday.
(A) She edited
(B) As editor of
(C) The editor was
(D) Her edition of

□□□

3.

4.

A B C D

When two objects having different temperatures come in
contact, ------- occurs to equalize their temperatures.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

A B C D

there is a process
a process as it
a process
it is a process

A B C D

A planetarium show displays how the night sky looks from a
given perspective ------- centuries ago.
(A)
(B)
(C)
(D)

where it looked at
when it looks
or how it might have looked
and it looked at
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A B C D

□□□

21.

------- with the students in their predicament, the faculty are
not aware of the students’ true capabilities.
(A) They sympathize very much
(B) To sympathize very much
(C) Much sympathy
(D) Much as they sympathize

□□□

22.

A B C D

When Rwanda became independence, one of the urgent tasks
A

B

C

was to establish a national bank.
D

□□□

23.

A B C D

Horses were hunted for food long before they began to be
A

B

C

domestication.
D

□□□

24.

A B C D

They are far more news sites on the Web than daily
A

B

C

newspapers published around the world.
D

□□□

25.

A B C D

It took two trips that transfer all the specimens of deposits
A

B

C

to be examined to the new laboratory.
D

□□□

26.

A B C D

The New Deal the series of economic programs President
A

Franklin D. Roosevelt laid out and executed to conquer
B

C

the Depression.
D

A B C D
Ⅰ 出題項目別解答法＋練習問題 100 問
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Answer Key

1.

正答：D

文構造

It is reported that, in the U.S., almost half of the
fresh water ------- electricity.

(A)
(B)
(C)
(D)

used for making
being used to make
for the use of
is used for making

▶ It is reported that, in the U.S., almost half of the fresh water is used for making
electricity.
訳 アメリカでは，真水のほぼ半分は発電に使われているとの報告がある。

解き方

that 節の主語 almost half of the fresh water に対応する述語動詞が欠けている。(D)

が正答。
□ fresh

2.

water「淡水，真水」
正答：B

文構造

------- The Ladies’ Magazine in the 19th century,
Sarah Josepha Hale campaigned to make
Thanksgiving a national holiday.

(A)
(B)
(C)
(D)

She edited
As editor of
The editor was
Her edition of

▶ As editor of The Ladies’ Magazine in the 19th century, Sarah Josepha Hale
campaigned to make Thanksgiving a national holiday.
訳 19 世紀に The Ladies’ Magazine の編集者であったサラ・ジョセファ・ヘイルは，感謝祭を国民

の休日にするために社会的な運動を展開した。

解き方 設問文の後半は節として意味が成立しているので，空所を含む前半は修飾句か，従位
接続詞を含む節，分詞構文のいずれかになる。「〜として」という前置詞 as に導かれる (B)
が正答。この editor は役職を表す用法なので，無冠詞で正しい。
□ campaign「運動を展開する」

3.

正答：C

文構造

When two objects having different temperatures
come in contact, ------- occurs to equalize their
temperatures.

(A)
(B)
(C)
(D)

there is a process
a process as it
a process
it is a process

▶ When two objects having different temperatures come in contact, a process
occurs to equalize their temperatures.
訳 温度の異なる 2 つの物体が接触すると，両者の温度を等しくしようとする過程が生じる。

解き方 後半の主節には，述語動詞 occurs に対応する主語が欠けている。この節の本来の形
は a process to equalize their temperatures occurs で，主語の名詞句が長いので，名詞 (a

process) と形容詞句 (to equalize ...) に分けて，形容詞用法の不定詞句を述語動詞の後に移
動させた分離構文となっている。(C) が正答。

□ object「物体」 □ come

in contact「接触する」

□ equalize「～を等しくする，均一にする」
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22. 文構造

正答：B ➡ independent にする

When Rwanda became independence, one of the urgent tasks was to establish a national
A
B
C
D
bank.

▶ When Rwanda became independent, one of the urgent tasks was to establish a
national bank.
訳 ルワンダの独立に際して，緊急課題のひとつは国立銀行を設立することだった。

解き方 (B) の直前の自動詞 become「〜になる」は補語として名詞，形容詞を必要とするが，
名詞を補語とする場合には，その名詞は主語そのものでなければならない。補語である (B)
の名詞 independence は「独立（した状態）」という意味なので，主語である Rwanda とい
う国そのものではない。形容詞形である independent「独立した」にすれば，正しい関係
になる。(B) が正答。
□ independent「独立した」 □ establish「～を設立する」

23. 文構造

正答：D ➡ domesticated にする

Horses were hunted for food long before they began to be domestication.
A
B
C
D

▶ Horses were hunted for food long before they began to be domesticated.
訳 家畜化されるずっと前から，馬は食肉用に狩猟されていた。

解き方 他動詞 begin は不定詞／動名詞を目的語にとって「〜し始める」という意味を表す。
(D) を domesticated として受動態不定詞をつくり，
「飼育され始める」という意味にすれば，
設問文の意味が成立する。(D) が正答。
□ hunt「～を狩猟する」 □ domesticate「～を飼い慣らす，家畜化する」

24. 文構造

正答：A ➡ There にする

They are far more news sites on the Web than daily newspapers published around the
A
B
C
D
world.

▶ There are far more news sites on the Web than daily newspapers published
around the world.
訳 世界中の日刊新聞よりはるかに多くのニュースサイトがインターネット上に存在する。

解き方 述語動詞が are だけなので，
「〜がある」という存在を表す there 構文であれば意味
が成立する。(A) が正答。
□ news

site「ニュースサイト」

□ daily「日刊の」

Ⅰ 出題項目別解答法＋練習問題 100 問

全問正解するTOEFL ITP TEST文法問題580問 ためし読み → Webページへ

25

動詞は述語動詞として文の根幹を成し，不可欠です。設問文に述語動詞があると
確認できても，時制，態が正しいかどうかを確認する必要があります。また，時制
に関連して，仮定法にも注意しましょう。
ルール

1

時制（現在形，過去形，未来形，進行形，完了形）は，文中にある特定の
時制を必要とする語句に対応していなければならない。

ルール

2

態は，主語と述語動詞の関係で決まる。主語である名詞と動詞との間に「～
する」という能動の関係が成立する場合は能動態，「～される」という受動
の関係が成立する場合は受動態を用いる。

ルール

3

仮定法は仮定法現在，仮定法過去（現在の事実に反する仮定），仮定法過去
完了（過去の事実に反する仮定）の 3 つがある。強い要求や必須，重大な
どを意味する動詞，名詞，形容詞に伴う that 節中の動詞は仮定法現在（原形）
を用いる。現在の事実に反する仮定を述べる場合は仮定法過去（仮定節は《主
語＋過去形述語動詞》，帰結節は《主語＋過去形助動詞＋原形動詞》），過去
の事実に反する仮定を述べる場合は仮定法過去完了（仮定節は《主語＋過
去完了形述語動詞》，帰結節は《主語＋過去形助動詞＋完了形動詞》
）を用
いる。

動詞は述語動詞として機能するほか，準動詞（不定詞，動名詞，現在分詞，過去
分詞）としてさまざまな働きを持ちます。準動詞は補語，目的語となる名詞句や修
飾語句を続けることができます。
ルール

4

不定詞は「～すること」（名詞），
「～すべき，～するための」（形容詞），
「～
するために」
（副詞）などの意味を表す。名詞としては，①主語，補語，特
定の動詞の目的語になる，②前置詞の目的語にはならない，ことに注意する。
to を伴わない原形不定詞は知覚動詞，使役動詞の補語として用いられる。

ルール

5

動名詞は「～すること」（名詞）という意味を表す。①主語，補語，特定の
動詞の目的語になる，②前置詞の目的語になる，ことに注意する。
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ルール

6

現在分詞は，進行形を作るほか，「～する，～している」という意味の形容
詞として名詞を修飾する（修飾される名詞は意味上の主語：能動）。現在分
詞が単独で名詞を修飾する場合は前置修飾，他の語句とともに名詞を修飾
する場合は後置修飾となる。

ルール

7

過去分詞は，完了形，受動態を作るほか，「～される，～された」という意
味の形容詞として名詞を修飾する（修飾される名詞は意味上の目的語：受
動）。過去分詞が単独で名詞を修飾する場合は前置修飾，他の語句とともに
名詞を修飾する場合は後置修飾となる。

ルール

8

分詞句を，時，条件，理由などを表す副詞句として文に組み込めば，分詞
構文を作ることができる。分詞句の主語は，節の主語に一致させる。完了
形の分詞句は，節の時制より前の行動・動作を表す。

ルール

9

準動詞は述語動詞として機能しない。準動詞を含む文にも必ず述語動詞が
必要である。

28
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Practice Questions
□□□

27.

Recent statistics show that there are more than 500 million
people ------- 65 or older, and they account for 8 percent of
the global population.
(A) ages of
(B) aging to
(C) aged
(D) ages

□□□

28.

A B C D

As the agricultural industry has developed, large forest areas
------- by farms and plantations.
(A) are replacing
(B) will replace
(C) to be replaced
(D) have been replaced

□□□

29.

A barometer is an essential instrument in predicting weather
------- in air pressure.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

30.

A B C D

detection of changes
which detects changes
changes to detect
by detecting changes

A B C D

The number of U.S. workers who ------- in farming is smaller
than that of people working at non-profit organizations.
(A)
(B)
(C)
(D)

engage them
are engaged
are engaging them
are engagements

A B C D
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□□□

35.

A school library is more useful than a public library ------- the
greatest benefit from a course.
(A) if a student receiving
(B) that a student receives
(C) for a student to receive
(D) being received by a student

□□□

36.

Parents are advised ------- their own beliefs and moral values
on their children.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

37.

38.

not imposing
not to impose
to impose not
no imposing

A B C D

Weather forecasting enables ------- when to plant crops and to
prepare for changes in the weather.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

A B C D

farmers deciding
farmers to decide
that farmers decide
for farmers to decide

A B C D

Deserts cover about 20 percent of the earth’s land surface
A

B

and are grown larger year by year.
C

□□□

39.

D

A B C D

A common method for gathering people’s opinions and
A

perceptions is to performing a survey through questionnaires.
B

C

D

A B C D

Ⅰ 出題項目別解答法＋練習問題 100 問
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Answer Key

27. 動詞形
Recent statistics show that there are more than
500 million people ------- 65 or older, and they
account for 8 percent of the global population.

正答：C

(A)
(B)
(C)
(D)

ages of
aging to
aged
ages

▶ Recent statistics show that there are more than 500 million people aged 65 or
older, and they account for 8 percent of the global population.
訳 最近の統計によれば，65 歳以上の人口は 5 億人以上で，世界人口の 8 パーセントを占める。

解き方 空所以下 older までは直前の名詞 500 million people を修飾するとわかる。選択肢に
含まれる age は名詞として「年齢」，他動詞として「〜の年齢を決める」という意味を表し，
過去分詞で「年齢が〜の」という意味で形容詞的に用いられる（a student aged 20「20 歳
の学生」）。一方，自動詞として「年をとる」という意味から，現在分詞で「高齢の」という
意味で形容詞的に用いられる（an aging society「高齢化社会」，an aging population「高
齢化人口」）。設問文では他動詞の過去分詞（形容詞用法）が適切で，(C) が正答。
□ statistics「統計数字」 □ age「～の年齢である」 □ account

for ...「～を占める」

28. 動詞形
As the agricultural industry has developed, large
forest areas ------- by farms and plantations.

正答：D

(A)
(B)
(C)
(D)

are replacing
will replace
to be replaced
have been replaced

▶ As the agricultural industry has developed, large forest areas have been
replaced by farms and plantations.
訳 農業の発展に伴い，広大な森林地帯が農場やプランテーションのために伐採されている。

解き方 主節の主語 large

forest areas と，空所に続く前置詞句 by farms and plantations，
そして選択肢中の他動詞 replace「〜を置き換える」との意味のつながりを考えると，large

forest areas を行為の対象，farms and plantations を行為者として受動態にすればよいと
わかる。(D) が正答。
□ agricultural「農業の」 □ replace「～に取って代わる」 □ farm「農場」
□ plantation「プランテーション，大農園」
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38. 動詞形

正答：C ➡ growing にする

Deserts cover about 20 percent of the earth’s land surface and are grown larger year by
A
B
C
D
year.

▶ Deserts cover about 20 percent of the earth’s land surface and are growing
larger year by year.
訳 砂漠は地表の約 20 パーセントを覆い，年々拡大している。

解き方 設問文の主語 Deserts は「成長する」
（能動態）ものであるから，(C) は現在分詞
growing が正しい。(C) が正答。
□ surface「表面」

39. 動詞形

正答：C ➡ perform にする

A common method for gathering people’s opinions and perceptions is to performing a
A
B
C
survey through questionnaires.
D

▶ A common method for gathering people’s opinions and perceptions is to
perform a survey through questionnaires.
訳 人々の意見や認識を集める一般的な方法は，アンケートを通して調査することである。

解き方《主語＋述語動詞＋補語》の文型では，補語の部分には名詞（不定詞，動名詞を含む）
，
形容詞を用いる。「〜を行うこと」という意味を表す不定詞をつくるには，(C) は原形が正
しい。(C) が正答。
□ gather「～を集める」 □ perception「認識」 □ questionnaire「アンケート（調査）」

40. 動詞形

正答：B ➡ was にする

The Great Depression beginning in 1929 being a time of unprecedented hardship for the
A
B C
D
United States.

▶ The Great Depression beginning in 1929 was a time of unprecedented hardship
for the United States.
訳 1929 年に始まった大恐慌は，アメリカにとって前例のない困難の時であった。

解き方 設 問 文 に は， 主 語 The Great Depression に 対 応 す る 述 語 動 詞 が 欠 け て い る。
beginning in the 1929 は主語の The Great Depression を修飾する現在分詞句であるから，
(B) を述語動詞 was にする必要がある。(B) が正答。
□ the

Great Depression「大恐慌」

□ unprecedented「前例のない」 □ hardship「困難」
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TEST

Section 2—Structure and Written Expression

1

Time: 25 minutes

Section 2 is designed to measure how well you understand the grammar and
usage of written English. This section consists of two parts: Structure, and Written
Expression.

Structure
For each of the sentences in this part, choose the answer that best completes the
sentence.

Go on to the next page
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□□□

1.

During 300 years starting 900, Chichen Itza, in the Mexican
state of Yucatan, expanded ------- and most powerful city of
the Mayan civilization.
(A) as large as
(B) such large
(C) to become the largest
(D) that it was the largest

□□□

2.

Language never stops changing, and ------- when all speakers
of a certain language abandon it does the language stop
changing for good.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

3.

4.

only
never
unless
always

A B C D

Although insects look different from each other, particular
characteristics ------- are found throughout the entire class.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

A B C D

their anatomy having
which are their anatomy
with their anatomy
of their anatomy

A B C D

Marine biologists use the squid’s giant nerve fibers for their
research on how -------.
(A)
(B)
(C)
(D)

nerves work
are nerves working
do nerves work
to work nerves

A B C D

Go on to the next page
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□□□

5.

In 1621, the Council for New England granted a patent
confirming ------- at Plymouth.
(A) the Pilgrims to settle
(B) the Pilgrims’ settlement
(C) to settle the Pilgrims
(D) for settling the Pilgrims

□□□

6.

7.

8.

A B C D

they are producing
who produce
whose produce
to whom producing

A B C D

------- to maintain body temperature, a human body needs
more nutrients in colder environments.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

1

For the past decades, generous subsidies have been available
to farmers ------- wheat.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

TEST

It requires much energy
Energy much required
Much of required energy is
Requiring much energy

A B C D

The subjects who got the placebo were almost ------- to suffer
paralysis caused by polio as those who got vaccinated.
(A)
(B)
(C)
(D)

as three times likely
three times as likely
three times more likely
more likely three times

A B C D

Go on to the next page
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□□□

9.

------- into a poor white, Anglo-Saxon Protestant family in the
Midwest, Walt Disney knew well what the ordinary people of
the U.S. dreamed and feared.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

10.

11.

12.

Greek philosophers who were
It was Greek philosophers who
Those Greek philosophers of
Such Greek philosophers as

A B C D

The body cells of plants and animals ------- resulting from a
single fertilized egg.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

A B C D

------- Plato and Aristotle believed that music had emotional
qualities and influenced human behavior.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

Born
He was born
Born as himself
To be born

are clones
clones
having cloned
which clone

A B C D

It is almost certain that Shakespeare had ------- of medieval
Italy.
(A)
(B)
(C)
(D)

knowledge of the literature profound
profoundly literate and knowledgeable
the literature with profound knowledge
profound knowledge of the literature

Go on to the next page
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□□□

13.

Rocks and minerals ------- the earth’s surface are broken by
environmental forces and can cause the formation of soil.
(A) about
(B) to
(C) on
(D) for

□□□

14.

15.

1

A B C D

Pure colloidal gold, a form of high-quality gold and available
as a dietary supplement, -------.
(A)
(B)
(C)
(D)

□□□

TEST

apparently black
appears black
apparent blackness
appearing black color

A B C D

Noam Chomsky argued that, even without training or
experience, ------- to understand the principles supporting the
grammatical structures of language.
(A)
(B)
(C)
(D)

human beings’ ability
the ability of human beings
able human beings are
human beings are able

A B C D

Go on to the next page
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Written Expression
For each of the sentences that follow, choose the underlined portion of the sentence
(A, B, C, or D) that contains a grammar, usage, or word choice error.

Go on to the next page
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□□□

16.

Most users of stimulants agree that they feel a sense of wellA

B

being, in addition with increased mental and physical activity,
C

D

after use.
A B C D

□□□

17.

In the least 70 copies of the Gutenberg Bible were printed,
A

B

but today only 40 of those copies exist.
C

□□□

18.

D

A B C D

Even after the rise of competitors in the auto industry, Ford
A

Motor Company remained faithful to its idea of what
B

C

should be the automobile.
D

□□□

19.

A B C D

Benjamin Franklin worked very hard to provide more
A

frequent and reliability mail delivery service once he
B

C

took office as Postmaster General.
D

□□□

20.

A B C D

The troodon was one of the most intelligent dinosaurs,
A

having as large a brain than that of many modern birds.
B

C

D

Go on to the next page
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TEST

1

□□□

21.

Without doubt, fire was one of important discoveries for
A

the human being, the control of it set it on the path toward
B

C

D

civilization.
A B C D

□□□

22.

Gas compressed by gravity at the sun’s core radiates such
A

B

intense heat as nuclear-fusion reactions are generated.
C

□□□

23.

D

A B C D

The magnifying ability of an optical magnifier indicates
A

many times it can enlarge the image of a small object.
B

□□□

24.

C

D

A B C D

The two nations signed a comprehensive agreement under
A

which they promised cooperating in order to mutually reduce
B

C

their nuclear stockpiles.
D

□□□

25.

A B C D

Scientific evidence confirmed of the earliest hominids were
A

B

able to survive changes in environment and climate.
C

D

A B C D

Go on to the next page
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□□□

26.

In the manufacturing industry, production management theory
A

1

requires that all necessary equipments be available when
B

C

needed.
D

□□□

27.

A B C D

Scrap which remains after steel has been manufactured
A

is recycled again along with scrap metal recovered from steel
B

C

D

cans.
A B C D

□□□

28.

The alewife is protein-rich prey to such larger stream fish of
A

B

C

D

pickerel and freshwater bass.
A B C D

□□□

29.

Every organism is closely related to the biological and
A

B

physical environments constituting those ecosystem.
C

□□□

30.

D

A B C D

Kilimanjaro, Africa’s tallest mountain at a height of 19,340
A

B

feet, raises on the border between Kenya and Tanzania.
C

D

A B C D

Go on to the next page
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□□□

31.

A nucleus may contain multiple nucleoli, although no one are
A

B

C

D

present in some cells.
A B C D

□□□

32.

An individual’s abilities different, but every person should
A

B

have equal rights and opportunities.
C

□□□

33.

D

A B C D

When women were accused at witch trials, the subjects who
A

denied to practice witchcraft got harsher treatment than
B

C

those who accepted the accusation.
D

□□□

34.

A B C D

In 1619, there were only a few married women among
A

B

approximately 1,000 people residing in Jamestown there.
C

□□□

35.

D

A B C D

John Dewey’s idea that children would learn better through
A

B

to gain experiences than through attending lectures has
C

received wide acceptance.
D

A B C D

Go on to the next page
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□□□

36.

An upright piano, also known as a vertical piano, has strings
A

1

and as well a soundboard set perpendicular to the floor.
B

□□□

37.

C

D

A B C D

Chamber music performed by a small group of musicians
A

who play instruments such as the violin, viola, cello, horn
B

C

D

and piano.
A B C D

□□□

38.

A receptor, a molecule found on the surface of a cell, plays a
A

key role in viral infection by receiving a virus and helping
B

itself enter the cell.
C

□□□

39.

D

A B C D

Space exploration has begun on October 4, 1957, with the
A

B

C

Soviets launching the first man-made satellite.
D

□□□

40.

A B C D

An atom converted to an ion is not electronically neutral
A

B

C

because its number of electrons are not the same as its
D

number of protons.
A B C D

This is the end of Section 2.
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Structure

1.

正答：C

動詞形

During 300 years starting 900, Chichen Itza,
in the Mexican state of Yucatan, expanded
------- and most powerful city of the Mayan
civilization.

(A)
(B)
(C)
(D)

as large as
such large
to become the largest
that it was the largest

▶ During 300 years starting 900, Chichen Itza, in the Mexican state of Yucatan,
expanded to become the largest and most powerful city of the Mayan civilization.
訳 900 年から始まる 300 年間で，ユカタン半島ではメキシコ国家チチェン・イッツァが，マヤ文明

下で最大かつ最強の都市に発展した。

解き方 設問文の述語動詞 expand「拡大する」は完全自動詞なので，空所以下は修飾句であ

るとわかる。結果を表す不定詞用法として《to become ＋補語》を続ければ，「拡大して〜
になる」という意味になる。等位接続される要素が最上級である点もポイント。(C) が正答。
□ expand「拡大する」 □ civilization「文明」

2.

正答：A

副詞

Language never stops changing, and ------- when
all speakers of a certain language abandon it
does the language stop changing for good.

(A)
(B)
(C)
(D)

only
never
unless
always

▶ Language never stops changing, and only when all speakers of a certain
language abandon it does the language stop changing for good.
訳 言語は変化し続けるもので，ある言語の話者全員がその言語を捨てたときに初めて，その言語は永

久に変化しなくなる。

解き方 文意から「〜するときに限って」という意味にする必要があるとわかる。(A) が正答。

only when ...「〜するときに限って」が前置されると倒置が起こる。
□ abandon「～を捨てる」 □ for

3.

good「永久に」
正答：D

文構造

Although insects look different from each
other, particular characteristics ------- are found
throughout the entire class.

(A)
(B)
(C)
(D)

their anatomy having
which are their anatomy
with their anatomy
of their anatomy

▶ Although insects look different from each other, particular characteristics of their
anatomy are found throughout the entire class.
訳 昆虫はそれぞれ外見を異にしているが，解剖学的構造に見られる特徴の一部はすべての綱に共通し

ている。

解き方 主節の主語 particular

characteristics と述語動詞 are found の間に入る空所には主

語を修飾する語句が入る。「解剖学的構造に見られる特徴の一部」という意味をつくる (D)
が正答。
□ characteristic「特徴」 □ anatomy「解剖（学）」
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16. 前置詞

正答：C ➡ to にする

TEST

Most users of stimulants agree that they feel a sense of well-being, in addition with
A
B
C
increased mental and physical activity, after use.
D

1

▶ Most users of stimulants agree that they feel a sense of well-being, in addition
to increased mental and physical activity, after use.
訳 興奮剤を使用する人々の大半は使用後に，精神的，肉体的な活動の増加に加えて，幸福感を覚える

という。

解き方

in addition to ...「〜に加えて，〜だけでなく」は付加情報を表す群前置詞。もとの

動詞 add が add to ...「〜を増やす，添える」の形をとるのと同様，with ではなく to が正
しい。(C) が正答。
□ stimulant「興奮剤」 □ well-being「幸福」 □ in

□ physical「肉体的な」

17. 慣用表現

addition to ...「～に加えて」
正答：A ➡ At にする

In the least 70 copies of the Gutenberg Bible were printed, but today only 40
A
B
of those copies exist.
C
D

▶ At least 70 copies of the Gutenberg Bible were printed, but today only 40 of
those copies exist.
訳 グーテンベルク聖書は少なくとも 70 部印刷されたが，現存している原本は 40 部にすぎない。

In the least は「少しも〜でない」と常に否定の形で使う。設問文では「最低でも，
少なくとも」という意味であるから，At least を用いるのが正しい。(A) が正答。
解き方

□ exist「存在する」

18. 語順

正答：D ➡ the automobile should be にする

Even after the rise of competitors in the auto industry, Ford Motor Company
A
remained faithful to its idea of what should be the automobile.
B
C
D

▶ Even after the rise of competitors in the auto industry, Ford Motor Company
remained faithful to its idea of what the automobile should be.
訳 ライバルとなる自動車会社が力を伸ばしてきた後も，フォード・モーター社は，自動車はどうある

べきかというその考えに忠実であり続けた。

解き方 「自動車はどうあるべきか」という疑問文は What

should the automobile be? だが，
間接疑問文の形で名詞節として別の文に組み込まれると，what the automobile should be
と平叙文の語順になる。(D) が正答。
□ rise「上昇」 □ competitor「競合企業」 □ faithful「忠実な」 □ automobile「自動車」
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