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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) What do you recommend?
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) Why were you absent from school?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) I don't know who he is.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) (　　) do you like better, coffee or tea?
あなたはコーヒーと紅茶のどちらが好きですか。

①Whichever    ②Whom    ③Which    ④Whatever     　　　　(4) 

(5) (　　) will the next bus come?
次のバスはあとどのくらいで来ますか。

①What time    ②What interval    ③How long    ④How soon     　　　　(5) 

(6) Bring me some water, (　　) you?
私に水を持ってきてくれませんか。

①don't    ②shall    ③wouldn't    ④will     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) どのギターをあなたは買うつもりですか。

( guitar / are / to / you / which / going ) buy?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) あなたはいつ出発しますか。

( leaving / are / when / you )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 彼の最新の小説についてどう思いますか。

( about / do / how / feel / you ) his latest novel?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) だれがロシア語を話せますか。

(　　) (　　) (　　) Russian?  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) あなたはどんな種類の事業をしているのですか。

(　　) (　　) (　　) business do you do?  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) スペイン語とドイツ語では，どちらの言葉のほうが学ぶのが簡単ですか。

(　　) (　　) (　　) easier to learn, Spanish or German?  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 公園に行きましょうよ。

Let's go to the park, (　　) (　　)?  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(14) 私は何をすべきか教えてくれますか。

Can you tell me ( do / I / what / should )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) あなたは自分の人生に満足していないのですか。

( with / life / aren't / satisfied / your / you )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) あなたは何を勧めますか。 [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(2) どうして学校を休んだのですか。 [13.2 疑問副詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(3) 私は彼がだれなのか知らない。 [13.5 間接疑問〈Key Sentences〉]

(4) ③ [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(5) ④ [13.2 疑問副詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(6) ④ [13.4 付加疑問〈Key Sentences〉]

(7) Which guitar are you going to  buy? [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(8) When are you leaving ? [13.2 疑問副詞を使う疑問文〈Key Sentences〉]

(9) How do you feel about  his latest novel? [13.6 疑問文の表現〈Key Sentences〉]

(10) Who can speak [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Check問題〉]

(11) What kind of [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Check問題〉]

(12) Which language is [13.1 疑問代名詞を使う疑問文〈Check問題〉]

(13) shall we [13.4 付加疑問〈Check問題〉]

(14) Can you tell me ( what I should do )? [13.5 間接疑問〈Check問題〉]

(15) Aren't you satisfied with your life? [13.3 否定疑問文〈確認問題集〉]


