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はじめに
東大英語は本当に「簡単」なのか？

　従来から「東大の英語」について語られることはよくありますが、驚く

ことにそのほとんどで、「教科書に即した内容」や「特殊な知識は問われ

ない」といったことが強調されています。

　しかし、本当にそうでしょうか？

　実際はメチャクチャ難しいことや、重箱の隅をつつくような問題がいく

つも出題されているように思います。

　具体的に、出題された問題から文法のポイントを挙げると、「冠詞 a

のさまざまな用法」「＜ could have + 過去分詞＞が持つ 2 つの意味」

「whatsoever という単語の用法」などがあります。しかもこうしたもの

はただ長文の中に出てくるのではなく、しっかりとした知識が求められる

応用問題として問われています。文法・語彙問題、長文問題、英文和訳問題、

英作文問題、どれを見ても一癖も二癖もあるような難問が出題されます（上

記のポイントは本編の中でしっかり解説します）。

　さらにリスニング問題も、センター試験とは比べものにならず、もっと

言えば英検準１級よりもレベルは上です。

　いかがでしょう？

　まるで今までの東大英語対策で言われてきた「細かい英文法の知識はい

らない」などということをあざ笑うかのような問題ばかりなのです。なぜ

誰もハッキリと言わないのでしょうか？

　「東大の英語はメチャクチャ難しい」と。

iii



iv v

　冷静に考えれば、天下の東京大学の入試問題です。難しいに決まってい

ます。というより「メチャクチャ難しい」というのが私の感想です。日本

の大学受験生のトップの学力（トップレベルではなく文字どおりトップの

学力）が要求されるのは当然のことなのです。

　本書では、「キレイごとはいいから、東大英語を鮮やかに斬ってくれ」「ど

うすればこんな問題が解けるの？」と求める「受験生の要求」に対して、「英

語のプロフェッショナルの分析力と解法」を明確に示すことを目指しまし

た。東京大学の英語の入試問題を徹底的に分析し、詳細に解説することで、

読者のみなさんに「東大英語の核心」を理解していただけるように仕上げ

たつもりです。

　みなさんが東大英語を攻略する上で、本書がその強力な武器になり、東

大合格への大きな一歩になることを願ってやみません。

2016 年 1 月

関 正生
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本書の使い方

▶東大英文法対策

2 3

▶ Chapter 1

▶東大英文法の核心

 出題分析
■ 何が出るのか？ 
過去 30年ほどの問題を見ると、その多くが正誤問題です。たまに整序問題

も出るので、その２つの対策をしておく必要があります。
ごくまれに語彙問題も出ますが、これは東大受験者からしたら非常に簡単で

すし、単語帳や長文などで語彙力を磨かない受験生はいないと思うので、問題
なく対応できると思います。
また、20年ほど前には会話問題が出たこともあるので、センター試験対策
も含め、どんな問題にも対応できるようにしておくべきでしょう。

■ 文法書は完璧に理解する
文法の知識といえば、「最低限の文法知識があればよい。あまり細かい知識

は不要である（日常でも使わない）」といわれることもありますが、東大（に
限らず超難関大学）に合格するにはしっかりとした文法知識が必要です。
東大合格のためには、少なくとも市販の文法書（問題集ではなく、文法書です）

を隅から隅まで完璧に理解しておくことが最低条件です。

■ 東大らしい特徴は？
正誤問題も整序問題も、ほかの大学であれば（早稲田大学や慶応大学でさえ

も）ほとんどが「形」（構文）に注目することで解けてしまいます。もちろん
文脈を意識する問題もたまに出ますが、それを捨てても合格できます。ところ
が東大の問題は、「形」だけではなく、「文脈」までしっかり考えて判断しない
と合格ラインには届きません（詳しい解法は、「解法研究」を参照）。

■ 東大合格に必要な発想は？
 「いくつもの可能性を、あらゆる角度から考える」学生を求めていることが、
東大の問題には表われています。
正誤問題の場合、「この単語を削除すれば OKだ」と思っても、実は「その

隣の単語を削除する」という可能性もあります。具体的には実践問題の解説で
触れますが、「正答だと思ってもすぐには飛びつかない。２つの可能性を考える」
というキーフレーズだけは頭に入れておいてください。整序問題でも長文問題
でも同じことが求められます。東大合格に必要な考え方です。

 解法研究
■ 正誤問題の解法
(1) 指示文が 2 パターンある
東大の正誤問題では、指示文が２パターンあります。

パターン①「文法上取り除かなければならない語が一語ずつある」
パターン②「文法上あるいは文脈上、取り除かなければならない語が一語
　　　　　   ずつある」

 「文脈上」という言葉がないときは、文法に集中すればいいということです。
※ちなみに、2000 年度以前には、「下線部 (1) ～ (5) には、取り除かなければならない
語が～」のように、「文法上／文脈上」という言葉は一切使われていませんでした。
こういった場合は「文法上あるいは文脈上」を付け足して解釈します。

(2)「形」に注目する
まずは「形」、つまり「構文」を正確に把握します。主語 +述語動詞、品詞、
関係詞、接続詞が正しく使われているかなど、英文を読む際の基本作業を進め
ます。そしてその過程で明らかな矛盾や間違いに気づくでしょう（たとえば、「述
語動詞がない」「述語動詞が余分にある」「名詞がくるべきところに形容詞しか
ない」など）。そうした部分に気がつけば解けます。
年度にもよりますが、これだけで半分以上の問題が解けることがほとんどで
す。東大が正確な「文法力・解釈力」を受験生に求めている証拠です。

(3)「意味」を考える
 「形」と「意味」を同時に考えるのは実は結構むずかしいことなので、まず

▶東大和訳対策
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《実践問題２》

　次の英文の下線部 (1)と (2)を和訳せよ。ただし、(1)については their 
current onesの内容がわかるように訳せ。また下線部 (3)について、そこ
で使われているたとえは具体的に何を言おうとしているのか、その内容を

わかりやすく 30～ 40字で説明せよ。句読点も字数に含める。

　　A general limitation of the human mind is its imperfect ability to 
reconstruct past states of knowledge, or beliefs that have changed. Once 
you adopt a new view of the world (or of any part of it), you immediately 
lose much of your ability to recall what you used to believe before your 
mind changed.
　　Many psychologists have studied what happens when people  
change their minds. Choosing a topic on which minds are not completely 
made up ̶ say, the death penalty ― the experimenter carefully measures 
people’s attitudes. Next, the participants see or hear a persuasive pro or 
con message. Then the experimenter measures people’s attitudes again; 
they usually are closer to the persuasive message they were exposed to. 
Finally, the participants report the opinion they held beforehand. This 
task turns out to be surprisingly difficult. (1)Asked to reconstruct their 
former beliefs, people retrieve their current ones instead ― an instance 
of substitution ― and many cannot believe that they ever felt differently. 
　　(2)Your inability to reconstruct past beliefs will inevitably cause you 
to underestimate the extent to which you were surprised by past events.
　　(...) We are prone to blame decision makers for good decisions that 
worked out badly and to give them too little credit for successful moves 
that appear obvious only after the fact. There is a clear outcome bias. 
When the outcomes are bad, the clients often blame their agents for not 

2.　東大入試の特徴的な
　　問題を厳選！

　 英 文 法 対 策 ４ 題
（Chapter 1）、和訳対策 3
題（Chapter 2）、長文対
策（１）［要約・文補充］
４題（Chapter 3）、長文
対策（２）［物語・エッセ
イ ］ ３ 題（Chapter 4）、
英作文対策４題（Chapter 
5）、リスニング対策２題

（Chapter 6）を収録しま
した。どれも東大英語入
試問題によく見られるタ
イプのものです。じっく
り解いてください。

1.　「東大英語の核心」をつかめ！

　各 Chapter の冒頭で、出題される問題の形式と傾向、解法のポイントを記
しました。実践問題を解く前に、まず目を通してください。
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3.　「なぜこの問題が出題されるか？」「どんな対策が必要か？」を
　　丁寧に解説！

　正解が引き出されるまでの過程をわかりやすく解説するだけでなく、ほ
かの選択肢から感じ取れる出題者の意図も読み解きます。「この問題は、こ
う考えて、このような引っかけに注意すれば、必ず正解が引き出せる」といっ
た観点を、カリスマ講師が伝授します。
　「東大思考！」では、その問題がどうして東大入試に出題されるかを検討
し、合格に必要な学習法を提案します。
　「英語の核心！」では、東大入試以外の問題（ほかの国公立大学や有名私
大の入試はもちろん、TOEIC や英検、TEAP など）でも効果を発揮する「丸
暗記不要の英語の知識」をまとめています。

▶東大和訳対策
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▶ Chapter 2

意味を含んでいるのです。

そこで they were to leaveの部分は、文頭の否定を加えて「彼らは離れない
ことになっていた」となります。これで文意は十分に取れますが、東大の和訳
は「きわめて自然な日本語にする」のが条件ですから、さらに訳し分けを考え
ます。
彼らは厳しい環境（軍隊）にいるわけですから、下線最後の without 

permission or alone（許可なしで、もしくは１人で）からも、「離れることはで
きなかった／離れてはいけなかった」と判断できます。
ここまでできれば十分なのですが、本書を読んでいるみなさんはさらに上の

レベルをめざしましょう。「東大の和訳」ですから、前後の文脈にヒントを求
めます。すると、下線直後に、They were forbidden to ～（彼らは～すること
を禁じられた）という表現が見つかります。ここから「離れることは許されな
かった」という判断を確信に変えることができます。

【解答例】彼らはいついかなる状況においても、許可なしに、あるいは 1 人だ
けで建物を出ることは許されなかった。

( ウ )
● 構文の確認

Now this government [that had punished ～ ] was asking them to 
　　　　　　  S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V

use it to help ～

this government that ～ が長いS（thatは関係代名詞）で、was askingがVです。
ここでは ask 人  to ～（ 人  に～するように頼む）の形になっています。最後
の to help ～ は副詞的用法の不定詞（～するために）です。

help {to} win the warと、helpは直後の toが省略できます。help {to} ～で「～
するのに役立つ、～する手助けをする」という意味になります。

that以下の関係代名詞節は、punish 人 for ～（～を理由に 人を罰する）と
いう形です。

● 過去形なのに Now が使われる理由
この文は関係代名詞で２つの文が１つになったものですが、本来この２つの

文は時制が異なります。関係代名詞節は過去完了形（had punished）で、主節
は過去形（was asking）です。ここで、物語でよく使われる時制の特徴が使わ
れているわけです。この英文は物語ではありませんが、「過去を基準にしている」
という点ではまったく同じです。基準（過去）より昔のことを過去完了にして
いるのです。
そこに気づければ、文頭の Nowと in the pastの対比が見えてきます。（関係
代名詞を使う前の）２つの文に分解して確認してみましょう。

This government had punished them in the past  for speaking 
their own language.
 
Now  this government was asking them to use it to help win the 

war.

過去形なのにNowが使われているのは、過去形が英文の基準になっている（視
点がそこにある）からです。このNowをどう訳すかですが、「視点がそこにある」
感じを再現して「今や」としてもOKですが、in the pastとの対比を意識して「今
度は」とか「実は今では」とすれば、東大受験生の中でも光り輝く答案になる
でしょう。
文全体では「過去に～だったこの政府が、今度は～を求めていた」という和

訳になります。
 「昔はあんなだったくせに、今となってはこうだ」と「手のひらを返す」ニュ

アンスが込められているのです。そして、下線部直後の文White people were 
stranger than the Navajos had imagined. の「白人のわけのわからない感じ、手
のひらを返す感じ」を反映して、解答例では Nowを「なんと今度は」と表現
してみました。
やはり「東大の下線部和訳は文脈を意識する」ことで、英文の持つニュアン

スまでわかるわけです。

【解答例】昔は自分たちの言葉を話したことで彼らを罰したこの政府が、なん
と今度は戦争に勝つことを支援させるために、彼らにナバホ語を使

4.　問題文の全訳を収録！

　学習者の便宜をはかり、問題の
すべての英文に日本語の全訳をつ
けました。必要に応じて参照して
ください。

▶東大長文対策 (1)　～要約・文補充～

84 85

become more and more subject to it」（ますますその影響を受けるように
なる）を選びます。be subject to ～ は重要な熟語です。

 英語の核心！

　be subject to ～ は大学入試で頻出の熟語です。subは「下」という意
味で、「～に対して下に置かれている」→「〜の支配下にある」が本来の意
味です。
　さらに「～の支配下にある」から、「〜のなすがままである」「〜の影響
下にある」「〜を受けやすい」「〜に左右される」など、いろいろな訳が考
えられます。また、特に重要で訳しにくい例は以下のものです。しっかり
チェックしておきましょう。

be subject to substantial fines（高い罰金を受ける［科せられる］）
be subject to weather condition（天候によって変更の可能性がある）

(4)
完全にボーナス問題ですね。「成人に比べると時間が何倍もゆっくりと流れ
る」という内容は、「ク always think that more time has gone by than 
actually has, and often complain that things are taking too long」（つ
ねに実際の時間より長い時間が経過したと考え、ものごとの時間がかかりすぎ
ると不平を言うことがよくある）しかありませんね。

(5)
空所の前後は「子供の無力さ」の話です（特に以下の下線部にご注目くださ
い）。

　第６段落第１文～第４文
　　Young children’s sense of time is not yet fully developed in 
other ways, too. They can’t accurately guess how long events last 
― in fact, they only become able to do this in terms of seconds 
at the age of six or seven. They (  5  ). When children between the 

▶東大長文対策 (2)　～物語・エッセイ～
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▶ Chapter 4

＜和訳＞
11歳の頃、私は週に 1度 (1)ケイティ・マッキンタイアさんという人からバ

イオリンのレッスンを受けていた。彼女の教室は市内のビルの４階で、広くて
日当りがよく、下の階には歯医者、製紙販売会社や廉価な写真店などが入って
いた。上階へはエレベーターを使うのだが、時代遅れの代物で 4階まで上がる
たびに危なっかしげに揺れていた。4階はマッキンタイアさん以外には、E・
サンプソンさんという、死者と交流できる霊媒師がいるだけだった。
サンプソンさんのことは、母の友人たちから噂で聞いて知っていた。有名な
医者の娘で、クレイフィールド大学へ通っていた当時は賢くて人気があったら
しい。だがそれから、母の友人の表現によると――彼女の才能が開花したのだ。
それはまったく突然に現われた才能だったが、それで彼女が知性やユーモアの
センスを損なうことはなかったそうだ。
彼女は死者の声で話すようになった。郊外の公園で殺された少女や、いずれ
かの戦争で死んだ兵士、行方不明の息子や兄弟などだ。時々、私がレッスンに
早く着くと、エレベーターで彼女と一緒になることがあった。私はバイオリン
のケースをしっかりと抱え、彼女がエレベーター内にともなっているかもしれ
ない (3)霊たちに場所をあけるため、エレベーターの壁にぴったりと貼りついて
いた。
玄関ホールのエレベーター脇に、歯科医や写真屋と私の先生であるマッキン
タイアさんの名前と並んで、彼女の名前――「E・サンプソン、霊媒師」――が
さも堂々と記されているさまは奇妙だった。当時、私には、音楽は下の階で行
なわれていたありふれた仕事とは区別するのが適切だと思えた。ありふれた仕
事とは、うるさい歯科用ドリルを回すことや、渡航する人々のためにパスポー
ト写真を製作することなどだ。しかし、きちんとした靴やぱりっとしたスーツ
を身につけていても、私にはサンプソンさんが偽医者のように見え、(4)マッキ
ンタイアさんとクラシック音楽がサンプソンさんと一緒くたにされているのは
残念だった。さらには、悲しそうな目をした一群の女性たちと一緒にされてし
まうのも残念だった（来るのはほとんどが女性だった） 。この人たちは、サン
プソンさんのところにはるばるやって来て、私たちと一緒に４階までエレベー
ターで行くのだ。銀行の支配人の夫人のようないでたちで、おしゃれな帽子と
手袋を身につけ、ついにここまで来てしまった事実にあらがうように顎をわず
かに上げている女性たちもいれば、病院の調理場や事務所で働いていて、今は
きちんと手袋と帽子を身につけているものの、(5)その場にいる人たちやエレベー

ターの上っていく高さにおびえているような女性たちもいた。混みあってまわ
りとくっつきそうになる時は、彼女たちは女性らしいやり方ではあるが肘を使
い、礼儀正しく「失礼」とか「すみません」などと言って、密着を避けようと
した。
そんな時、満員のエレベーターは動きが鈍くなった。その古い機械がシャフ
トの中で軋んでいたのは単に人体の重さゆえではなく（注意書きによれば定員
は 8人だった）、その悲しみ、絶望と最後の望み、秘めた悲嘆からくる威厳な
どの重みのせいかもしれない、と私は思っていた。エレベーターはゆっくりと
上昇した。
サンプソンさんは時々、ふと好奇心（彼女にそんなものがあるとして）から
私をちらっと見ることがあって、彼女が 11歳の子供の頭の中を見透かしてい
るのではないかと気が気ではなかった。その年頃の少年の例にもれず、私にも
隠しごとが山ほどあったのだ。しかし彼女は、私を見透かすのではなく、ただ
見ているだけらしかった。彼女が微笑むと私もそれに応え、声を出すために咳
ばらいし、「こんにちは、サンプソンさん」と礼儀正しく言って、それで彼女
がごまかされて (6)私の秘密にかまわないでくれるよう願っていた。「こんにち
は」と答える彼女自身の声は、そこらへんのおばさんのように平凡だった。
だから、マッキンタイアさんの自慢の生徒であるベン・スタインバーグがマッ
クス・ブルッフの曲を弾くあいだ、私が教室の外の椅子に座って待っている時、
サンプソンさんの部屋の半開きのドアの隙間からその同じ声が奇妙に変化して
聞こえてきたのには、(7)なおさらぎょっとさせられた。そこにいた女性たち全
員の息づかいよりもかなり大きいにもかかわらず、彼女は明らかに声をちょっ
と低く、いや、かなり低くしていて、それはあたかも別の大陸から聞こえてく
るようだった。インド人が彼女を通じて話していたのだった。
もはやエレベーターで会った女性と同じ人とは思えなかった。私は以前に汽
車の客車の窓から見た光景を思い出した。乗っていた汽車が蒸気を吐きながら
線路上に停車していた時のことだ。待合室のガラス越しに 3人の老人が見えた。
その閉ざされた空間が彼らの息で明るくなるさまは、まるで瓶の中にホタルが
いっぱいいるかのようだった。これはすべて現実のことだが、自分の見方によっ
てその現実をゆがめ、多感に物事を感じ取ってしまったようで、1人の老人の
緑がかった灰色の目や、シャツの襟の近くの染みなど、(8)その距離から、まし
て肉眼でなんて、絶対に見えたはずがない細かいところまで思い出すことがで
きた。サンプソンさんの部屋を覗き見ることは、あの感じに似ていた。私はあ

▶東大長文対策 (2)　～物語・エッセイ～

144 145

●自然な日本語をめざす
at that distance or with the naked eyeの訳し方には少し工夫が必要です。
not A or Bは「Aでも Bでもない」と訳すことはよく知られていますが、こ

の用法の延長として、not A or Bには「Aでないし、まして Bでさえない」と
いう意味も多くの辞書に載っています。中にはその意味をハッキリさせるため
に、not A or even Bとなることもあります。ここではこの意味と考えて、「そ
の距離から、まして肉眼でなんて、絶対に見えたはずがない」とします。「そ
の距離から、それか肉眼で」なんて訳は変ですよね。

【解答例】　その距離から、まして肉眼でなんて、絶対に見えたはずがない細
　　　　  かいところまで思い出すことができた。

 東大思考！

　この下線部 (8)は、「東大受験生だからこそむずかしく感じる」ポイント
があります。それが 2つの couldです。英語が苦手な受験生なら could
を見た瞬間に「できた」という意味を最初に考えますが、東大受験者にそ
んな人はいないでしょう。
　「助動詞の過去形」を見たら、まずは「仮定法ではないか？」と考えるの
が筋の良い見方です。特に、２つめの「could not have +過去分詞」に
関しては、何も疑わず仮定法と思い込んだ人、最後まで仮定法と迷った人
も相当いたはずですし、東大が狙っているのもまさにそこでしょう。
　仮定法なのか過去に向けた推量なのかは意味で判断するしかありません。
もし I could not possibly have seenを仮定法と考えると、和訳は「（あ
くまで仮の話だが）見えなかった細かい点（しかし実際には見えた）」となっ
てしまいます。「実際には見えなかった」のですから、この解釈は成立しな
いのです。
　こういう問題は、従来は「標準問題」と分類されがちですが、正解にい
たるまでの東大受験者の試行錯誤を考えれば、十分に難問ですよね。この
問題で迷った人、それは東大が求めている思考法なのです。迷った結果、「仮
定法」とミスしてしまった人、144ページの表をしっかりチェックしてお
きましょう。「could have +過去分詞」には「過去に向けた推量」の用法
もあるのです。東大はその知識まで求めているのです。
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リスニング問題
　（A）放送文　 DOWNLOAD 01 	 ⇒	 １回分収録

　　　　　　　	 DOWNLOAD 02 	 ⇒	 ２回分収録

　（B）会話文　 DOWNLOAD 03 	 ⇒	 １回分収録

　　　　　　　	 DOWNLOAD 04 	 ⇒	 ２回分収録

　リスニング問題の音声は、研究社のホームページ（www.kenkyusha.
co.jp）から、以下の手順で無料ダウンロードできます（MP3 データ）。

（1） 研究社ホームページのトップページで「音声ダウンロード」をクリッ
クして「音声データダウンロード書籍一覧」のページに移動してく
ださい。

（2） 移動したページの「東大英語の核心」の紹介欄に「ダウンロード」
ボタンがありますので、それをクリックしてください。

（3） クリック後、ユーザー名とパスワードの入力が求められますので、
以下のユーザー名とパスワードを入力してください。

ユーザー名 :	guest
パスワード :	TodaiEigoNoKakushinOnsei

（4） ユーザー名とパスワードが正しく入力されると、ファイルのダウン
ロードが始まります。ダウンロード完了後、解凍してご利用ください。

　音声ファイルの内容は、以下のとおりです。

「リスニング問題音声」ダウンロード方法
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東大英文法対策

　東大では、文法問題が単独で（大問として）出題

されます。超難関大学では、純粋な文法問題は減少

傾向にありますから、東大入試はやや珍しいと言え

ます。

　東大はあえて文法を大問として出題することで、

受験生にどんな力を求めているのでしょうか？

　厳選された良問をこなし、詳細な解説を読みなが

ら、その力を身につけていきましょう！

CHAPTER

1
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▶ Chapter 1

▶東大英文法の核心

 出題分析
■ 何が出るのか？ 
過去 30年ほどの問題を見ると、その多くが正誤問題です。たまに整序問題

も出るので、その２つの対策をしておく必要があります。
ごくまれに語彙問題も出ますが、これは東大受験者からしたら非常に簡単で

すし、単語帳や長文などで語彙力を磨かない受験生はいないので、問題なく対
応できると思います。
また、20年ほど前には会話問題が出たこともあるので、センター試験対策
も含め、どんな問題にも対応できるようにしておくべきでしょう。

■ 文法書は完璧に理解する
文法の知識といえば、「最低限の文法知識があればよい。あまり細かい知識

は不要である（日常でも使わない）」といわれることもありますが、東大（に
限らず超難関大学）に合格するにはしっかりとした文法知識が必要です。
東大合格のためには、少なくとも市販の文法書（問題集ではなく、文法書です）

を隅から隅まで完璧に理解しておくことが最低条件です。

■ 東大らしい特徴は？
正誤問題も整序問題も、ほかの大学であれば（早稲田大学や慶応大学でさえ

も）ほとんどが「形」（構文）に注目することで解けてしまいます。もちろん
文脈を意識する問題もたまに出ますが、それを捨てても合格できます。ところ
が東大の問題は、「形」だけではなく、「文脈」までしっかり考えて判断しない
と合格ラインには届きません（詳しい解法は、「解法研究」を参照）。

■ 東大合格に必要な発想は？
 「いくつもの可能性を、あらゆる角度から考える」学生を求めていることが、
東大の問題には表われています。
正誤問題の場合、「この単語を削除すれば OKだ」と思っても、実は「その
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隣の単語を削除する」という可能性もあります。具体的には実践問題の解説で
触れますが、「正答だと思ってもすぐには飛びつかない。２つの可能性を考える」
というキーフレーズだけは頭に入れておいてください。整序問題でも長文問題
でも同じことが求められます。東大合格に必要な考え方です。

 解法研究
■ 正誤問題の解法
(1) 指示文が 2 パターンある
東大の正誤問題では、指示文が２パターンあります。

パターン①「文法上取り除かなければならない語が一語ずつある」
パターン②「文法上あるいは文脈上、取り除かなければならない語が一語
　　　　　   ずつある」

 「文脈上」という言葉がないときは、文法に集中すればいいということです。
※ちなみに、2000 年度以前には、「下線部 (1) ～ (5) には、取り除かなければならない

語が～」のように、「文法上／文脈上」という言葉は一切使われていませんでした。
こういった場合は「文法上あるいは文脈上」を付け足して解釈します。

(2)「形」に注目する
まずは「形」、つまり「構文」を正確に把握します。主語 +述語動詞、品詞、

関係詞、接続詞が正しく使われているかなど、英文を読む際の基本作業を進め
ます。そしてその過程で明らかな矛盾や間違いに気づくでしょう（たとえば、「述
語動詞がない」「述語動詞が余分にある」「名詞がくるべきところに形容詞しか
ない」など）。そうした部分に気がつけば解けます。
年度にもよりますが、これだけで半分以上の問題が解けることがほとんどで

す。東大が正確な「文法力・解釈力」を受験生に求めている証拠です。

(3)「意味」を考える
 「形」と「意味」を同時に考えるのは実は結構難しいことなので、まずは「形」
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▶ Chapter 1

に注目して、それでおかしな箇所が見つからなかったら、次に「意味」を考え
る「２回読み」がオススメです。
さらに、東大の英語はただ闇雲に意味を考えさせるのではなく、「普段から

きちんとした読み方をしているか？」ということを狙った問題を出してきます。
たとえば、読解で多用する“this 名詞”の働き（15ページ参照）を正誤問題に
紛れ込ませるのです（実践問題 2できちんと解説します）。

(4) ミスを防ぐ
東大の正誤問題は「単語を削除する」形式です。「削除するのはこれだ！」

と思ったら、念のため指で隠す、もしくは鉛筆で実際に黒く塗りつぶして、本
当に英文が正しいかどうか、実際によく読んで確認してください。これだけで
ちょっとしたミスに気づくこともあります。些細な方法ですが、結構役立ちま
すよ。

■ 整序問題の解法
(1)「形」に注目する
センター試験だろうが東大の入試だろうが、整序の基本は同じです。注目す

ることは３つあり、この３つの stepにしたがって解いていきます。

step１　「動詞」に注目する　　※その動詞の「語法」を考える（複数の可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　性があるのが普通）。

step２　「接続詞」に注目する　※何と何を結ぶかを意識する。

step３　「つなげられるもの」はつなぐ　※「品詞」と「熟語」を意識する。

 「整序問題が苦手」な人は、まず「動詞の語法を意識する」「接続詞を完璧に
理解する（特に once，every time，supposeなどに従属接続詞の役割があるこ
となど）」「品詞を意識する」「熟語帳を最低１冊は完璧にマスターする」こと
を考えましょう。特に最近は、難しい熟語の知識が必要とされる問題が増えて
います。
さらに、注意点が２つあります。
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① 必ず英文を書く（記号だけで処理しない）
　 ※しっかり英文を書くことでケアレスミスにも気づく。
② 前後のつながりを意識する　
　 ※文の一部が整序問題になることがよくある。

(2)「意味」を考える
東大入試の場合、長文の中で整序問題が出ます。これは「英文の意味も考慮

しなさい」というメッセージと考えられます。正誤問題同様、「形」だけでは
解けない、もしくは２つの可能性が考えられるときは文脈も十分に考慮しない
といけません。
ちなみにここ数年、整序に関しては文脈を考慮しないといけない、かなりの

難問が続いたのですが、さすがに受験生の出来がよくなかったのか、2015年度
は少しやさしくなりました（「普通の東大レベルに戻った」といえるでしょう）。
このレベルの問題が確実に解けることが東大合格の新たな目安になると予想さ
れます（2015年度の問題は実践問題４に採用しています）。
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▶ Chapter 1

《実践問題１》

　次の英文 (1)～ (5)には、文法上取り除かなければならない語が一語ずつ
ある。解答用紙の所定欄に、該当する語とその直後の一語、合わせて二語

をその順に記せ。文の最後の語を取り除かなければならない場合は、該当

する語と×（バツ）を記せ。

(1) Among the many consequences of those political developments 
was for one that in the end turned out to be too complicated for the 
government to handle.

(2) The sacrifices that the two countries have been told they must 
make are to restore stability to the world economy are almost if not 
completely the opposite of each other.

(3) Not only did the country become economically successful, but its 
citizens achieved some level of psychological unity as a people, 
despite the fact that they became consisted of several distinct ethnic 
groups.

(4) Science sometimes simplifies things by producing theories that reduce 
to the same law phenomena previously considered were unrelated ― 
thus clarifying our understanding of the apparent complexity of the 
universe.

(5) However hard it may have had been to justify the prime minister's 
support for those groups, she proved herself to be a person of 
principle by continuing to hold this position despite considerable 
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opposition during the next decade.

2011年度

＜解答＞
(1) for one　(2) are to　(3) became consisted　(4) were unrelated　
(5) had been

＜なぜこの問題が重要か？＞
 「２つの可能性を考える」東大らしい問題が、なんと５題中３題も出ています。

まさに東大の文法問題を代表するような問題です。

＜解説＞
この問題は、「文法上取り除かなければならない語が一語ずつある」とある
ので、文法に集中できます。原則どおり、まずは構文をきちんと把握していく
ことで正解が見えてきます。

(1) 
文頭の Amongは前置詞ですから、これを見た瞬間に以下の形を予想しない

といけません。

（Among 名詞  ）V S. /（Among 名詞  ） S V.

文頭に否定の副詞（たとえば never）がきた場合は強制的に SVは倒置（VS
の語順）になりますが、amongの場合は強制的ではありません。とはいえ、倒
置になることが多いので、まずはそれを予想するのがセオリーです。
すると、amongのカタマリのあとにある wasが Vだとわかります。当然

wasのうしろには Sになる「名詞」がくるはずです。
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(Among the many consequences of those political developments)      
　　　　　　　　　M（Amongが作る副詞句）　　　　　　　　　　　　　

was for one  ～
  V     ？？？

for oneでは主語になれません。主語にするために、forを取り除けば OKで
すね。

 東大思考！

　この問題は簡単に正解できますが、東大合格をめざすみなさんは、念の
ためほかの可能性も考えておきたいところです。つまり、(Among 名詞  ) 
SV. という可能性もあるわけですから、その場合は以下のように、ofを削
除するのではないかと予想できます。しかし、ofを削除すると、１つ矛盾
が起きます。どこかわかりますか？

(Among the many consequences) of those political developments  
     M（Amongが作る副詞句）                     　　 　S                       　

was (for one ～ )
  V　       M

　SVが一致していませんね。Sが developmentsなのに、Vが wasではい
けません。結局、ここでは「ほかの可能性」を考える必要はありませんで
したが、この姿勢は東大合格には絶対に必要です。

(2)
構文を取っていくと、動詞があまることに気がつきます。

  〈The sacrifices [that the two countries have been told {that} they 
　　　　 S                                                                 

  must make]〉 are to restore stability to the world economy are ～
                         V                                                                             ？？？
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このままでは、SVVという形になってしまいます。
※ちなみに、長い主語の The sacrifices that the two countries have been told {that} 

they must make は、told の直後に接続詞 that が省略されています。

さて、ここで「２つめの（余分な）動詞 areを削除する」と即断してしまう
人も多そうですが、まさにここで「東大が受験生に求める思考法」が問われて
いるのです。２つめの areを削除する可能性のほかに、「１つめの areを削除す
る」というもう１つの可能性も考えないといけません。
今回の問題は「文法上」とあるので、どちらが正しいのか徹底的に文法の観

点から考えます。もし２つめの areを削除するとなると、そのうしろで矛盾が
起きるのがわかりますか？

to restore stability to the world economy are (almost if not 

completely) the opposite of each other.
                                         ？？？

restoreの目的語が stabilityで、toのあとには the world economyがきてい
ます。almost if not completely（ほとんど、完全にとは言わないまでも）はこ
れで１つのカタマリを作ります。A if not B（Aだ、たとえ Bではないにせよ）
という形です。
となると、そのあとの the opposite of each otherという名詞句が完全に「あ

まる」のです。したがって、２つめの areを削除すると、とんでもない英文になっ
てしまいます。
正解は１つめの areを削除することだとわかりますね。１つめの areの直後
にある to restoreは「副詞的用法の不定詞（～するために）」と考えればいいの
です。
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　▼正しい構文

〈The sacrifices [that the two countries ～ (to restore stability to 
　　　　S  

the world economy)]〉 are ～
                                           V

(3) 
この問題も構文を取ることから始めますが、その過程で became consisted of

のところで異変に気づけば OKです。単なる語句に関する問題でした。
文法的な説明をすれば「consistは自動詞なので直前の becameは不要」とな
りますが、それよりもここでは「～からできている」という意味の熟語を整理
しておくほうが有効です。この知識は基本中の基本ですので、東大受験者は絶
対に知っておかないといけません。

▼「～からできている」という意味の熟語の整理　

２語で言うと… consist of ～ 
３語で言うと… be composed of ～ / be comprised of ～ 
４語で言うと… be made up of ～ 　　　　　　
※すべて「材料を表わす of」を取る。

be composed of ～ など、be動詞をともなうものは、beが becomeになる可
能性もありますが、consistにはその可能性がありませんね。
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(4) 

Science sometimes simplifies things (by producing theories 
　　S　　　　　　　　　　V　　　 O　　　　　　　M

[that reduce (to the same law) phenomena previously considered  
            (V)            

were unrelated])
？？？

reduceは、関係代名詞 that節内での動詞です。reduceは他動詞でよく使わ
れるので、もしかしたら「直後の toが不要」と思うかもしれませんが、「確実
におかしいところで勝負する」のが正誤問題の鉄則です。そのまま読み進める
と、突然出てくるwereが変だと気づきますね。ここで述語動詞wereは不要です。

that 以下の構造は、本来 reduce phenomena previously considered unrelated 
to the same lawという形から、to the same law が reduce の目的語の前に移動
したわけです。

(5) 
文頭部分の it may have had beenが変ですね。「助動詞 + have +過去分詞」
という形はいいとして、have had beenでは過去分詞が２つ並んでしまってい
ます。ここも「hadか beenのどちらかが違う」という２つの可能性を考えるわ
けです。

▼（hadを残し）beenを削除する場合

However hard it may have had been to justify ～

had to ～ の形は一見よさそうですが、そもそもこの英文は However hardで
始まる複合関係詞の文です。Howeverに引っ張り出された hardには「本来戻
るべき場所があるはず」です（be hardのように be動詞などが必要）。さらに、（こ
の However節内の）主語 itの説明がつきません。
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以上から、元々は以下の英文だったとわかります。

  It may have been hard 〈to justify ～〉
仮 S           V         　　 C        　  真 S

したがって、may have beenにするため、削除すべきは hadとなるわけです。

＜和訳＞
(1) それらの政治的発展がもたらした多くの結果の中には、最終的に複雑すぎ
て政府には手におえないとわかったものがあった。

(2) その２か国が、世界経済に安定を取り戻すために払うよう要求されてきた
犠牲は、完全とまでは言わなくても、ほぼたがいに相反したものである。

(3) 国が経済的に成功しただけではなく、その国民も、いくつかの別々の民族
集団で構成されているにもかかわらず、一国の民

たみ

としてある程度心理的に
団結することに成功した。

(4) 科学は時に、それまでは無関係だと考えられていた現象を同じ法則に当て
はめて次元を下げる理論を生み出すことで、物事を簡略化し、一見複雑に
思えるこの世界を明確に理解させてくれる。

(5) 自身がそれらの集団を支援することを正当化するのは難しかったかもしれ
ないが、首相はその後 10年間多くの反対を受けてもその立場を保ち続けた
ことで、主義に忠実な人間であることを示した。


