大学受験古典文法
大学受験に必要な古典文法事項を 37 単元収録してあります。特に学習のポイントとなる「助動詞」
には全体の 5 割強の 20 単元をあてています。ほかにも「助詞・敬語・まぎらわしい語の品詞識別」
を重点的に学習できるように構成されています。大学受験勉強に最適ですが、高 1・2 生の授業の
予習・復習用にも使えます。

■□■ 目次 ■□■
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。

１．文語 (歴史的かなづかい）
五十音図

形容動詞の音便 ─ナリ活用の連体形（「～な…

６．名詞･副詞･(連体･接続･感動)詞

「ハ行」の音

名詞

長音

代名詞 ─人称代名詞・指示代名詞・反照代名…

２．動詞 1(活用形～下一段活用）

副詞

動詞の活用

呼応の副詞

四段活用 ──五十音図のア段・イ段・ウ段・…

連体詞

ナ行変格活用 ──「死ぬ」「往ぬ」の二語だ…

接続詞 ──自立語で活用がなく、前後の文や…

ラ行変格活用 ──「あり」「居（を）り」「…

感動詞

下一段活用 ──カ行の「蹴（け）る」一語の…

７．助動詞 1 (自発～尊敬) る･らる

３．動詞 2(下二段活用～上二段活用)

る・らる ──自発・可能・受身・尊敬

下二段活用 ──ウ段･エ段の二段にわたって…

る・らるの活用 ─下二段型

上一段活用 ──五十音図のイ段のみに活用す…

「る・らる」の接続

上二段活用

８．助動詞 2 (使役～)す･さす･しむ

４．動詞 3(カ行変格活用～音便)

す・さす・しむ ──使役・尊敬の助動詞

カ行変格活用 ──「来（く）」のみ。（ただ…

「す・さす・しむ」の活用 ──下二段型

サ行変格活用 ──「す（為）」のみ。（但し…

「す･さす･しむ」の接続

動詞の活用の種類の見分け方

９．助動詞 3 (打消) ず

動詞の音便

ず ──打消の助動詞

５．形容詞・形容動詞

打消の助動詞「ず」の活用

ク活用の形容詞の活用
形容詞の語幹の用法

「ず」の接続

１０．助動詞 4 (過去(回想)) き

形容詞の音便 ──ク活用・シク活用ともに次…

き ──過去（回想）の助動詞

ナリ活用の形容動詞

「き」の活用
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「き」の接続

「めり」の活用

１１．助動詞 5 (過去) けり

「めり」の接続

２０．助動詞 14 (推量) べし

けり ──過去の助動詞
「けり」の活用

べし ──推量の助動詞

「けり」の接続

「べし」の活用

１２．助動詞 6 (完了) つ・ぬ

「べし」の接続

２１．助動詞 15 (推量) まじ

「つ・ぬ」 ──完了の助動詞
「つ･ぬ」の活用

まじ ──推量の助動詞（「べし」の打消にあ…

「つ･ぬ」の接続 ──ともに活用語の連用形…

「まじ」の活用

１３．助動詞 7 (完了) たり・り

「まじ」の接続

２２．助動詞 16 (推量) じ

「たり・り」 ──完了・存続の助動詞
「たり・り」の活用

じ ──推量の助動詞（「む」の打消）

「たり・り」の接続

「じ」の活用

１４．助動詞 8 (推量) む・むず

「じ」の接続 ──活用語の未然形に接続する…

２３．助動詞 17 (希望) たし・まほし

「む･むず」 ──推量・意志の助動詞
「む・むず」の活用

たし・まほし ──希望の助動詞

「む・むず」の接続

「たし･まほし」の活用

１５．助動詞 9 (推量) けむ

「たし・まほし」の接続

２４．助動詞 18 (推定・伝聞) なり

けむ ──過去推量の助動詞
けむの活用

なり ──推定･伝聞の助動詞

「けむ」の接続 ──活用語の連用形に接続す…

「なり」の活用

１６．助動詞 10 (推量) らむ

「なり」の接続

２５．助動詞 19 (断定) なり・たり

らむ ──推量の助動詞
らむの活用

なり・たり ──断定の助動詞

「らむ」の接続 ──活用語の終止形に。ただ…

「なり・たり」の活用

１７．助動詞 11 (推量) まし

「なり・たり」の接続

２６．助動詞 20 (比況・例示) ごとし

まし ──推量の助動詞
「まし」の活用

ごとし ──比況・例示の助動詞

「まし」の接続 ──活用語の未然形に接続す…

「ごとし」の活用

１８．助動詞 12 (推量) らし

「ごとし」の接続 ──活用語の連体形・体言…

２７．助詞 1 (格助詞) が～して

らし ──推定の助動詞（確信をもって推量す…
「らし」の活用

格助詞 ──「が・の・を・に・へ・と・より…

「らし」の接続

格助詞「の」の働き

１９．助動詞 13 (推量) めり

格助詞 ──を・に・へ・と

めり ──推量の助動詞

格助詞 ──より・から

~2~

格助詞 ──にて・して

謙譲語

２８．助詞 2 (接続助詞) ば～で

３４．敬語法 3(丁寧語)動詞･補助動詞

接続助詞 ──ば・とも・ど・ども・が・に・…

丁寧語 ──話し手（作者）が、聞き手（読者…

３５．敬語法 4 (特別な敬語法)

とも ──活用語の終止形（但し、形容詞型活…
ど・ども ──活用語の已然形について、逆接…

敬語の重複 ──敬語表現では、一つの動作に敬…

接続助詞「が」 ──活用語の連体形に接続す…

絶対敬語 ──天皇・上皇・皇后・皇太子など…

３６．紛らわしい語の識別 1

「て・して・つつ・ながら」 ──活用語の連…
で ──活用語の未然形に接続。前の動作･状…

「か」の識別

２９．助詞 3 (副助詞) だに～など

「が」の識別

副助詞の性質 ──いろいろの語について、意…

「し」の識別

「だに・すら・さへ」の働き

「して」の識別

「し・しも」 ──いろいろの語につき、強意…

「せ」の識別

「のみ・ばかり・まで・など」

「たり」の識別

３０．助詞 4 (係助詞) ぞ～こそ～も

「て」の識別

係助詞の性質 ──ぞ・なむ・か・や・こそ・…

「と」の識別

係り結びの法則 ──係助詞に呼応して、それ…

「な」の識別

結びの省略 ──係り結びの結びの語が省略さ…

「なむ」の識別

３１．助詞 5(終助詞･間投助詞)な～を

３７．紛らわしい語の識別 2

終助詞の性質 ──文末にあって、詠嘆・禁止…

「なり」の識別

「な・か・かな・は・よ」 ──文末にあって…

「に」の識別

「な・そ」 ──禁止の意を表す。

「ぬ」の識別

「が・ばや・なむ」

「ばや」の識別

「ばや」の識別

「らむ」の識別

「なむ」の識別

「る」の識別

かし・ぞ

「を」の識別

間投助詞の性質 ──文中や文末の語につき、…

３２．敬語法 1(尊敬語)動詞～接辞
尊敬語 ──動詞
尊敬の補助動詞 ──上にくる動詞に尊敬の意…
尊敬語「名詞・接辞」
尊敬語

３３．敬語法 2(謙譲語)動詞～接辞
謙譲語 ──話し手が、話題の中の動作を受け…
謙譲語 ──補助動詞
謙譲語 ──代名詞・接辞
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