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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) It's hardly possible to delete digital data.
(1)
(2) Few students could answer the question.
(2)
(3) Not all of the students agreed to the plan.
(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) I (
) have an accident.
彼が事故を起こさなければいいんだけど。
①hope not he ②hope he won't ③hope he not

④won't hope he

(4)

(5) I can (
) believe it.
私はそれをほとんど信じることができない。
①rarely ②never ③hardly ④ever

(5)

(6) You cannot be (
) careful of your health.
自分の健康について注意してもしすぎることはない。
①too ②very ③far ④so

(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) 彼はこの条件を受け入れないと思うよ。
( don't / he'll / think / accept / I ) the terms.
(7)
(8) そのクジラを救うために残された時間はほとんどない。
( little / to / left / there's / time / save ) the whale.
(8)
(9) 間違いをしたことがない人などいない。
( has / made / never / no / one ) a mistake.
(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) 未来について心配することは何もないですよ。
You have (
) to worry about in your future.

(10)

(11) すべてのメンバーが公式戦でプレイできるわけではない。
(
)(
) of the members will be able to play in the official game.

(11)

(12) 彼の歌は必ず人々を踊らせる。
His songs (
)(
) to make people dance.

(12)

(13) この写真を見ると，私は泣かずにはいられない。
I(
)(
)(
) when I look at this picture.

(13)

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，英文に否定語を加えなさい。
(14) 電車が遅れなければいいのですが。
I hope the train will be late.
(14)
[Ｆ] 日本語の意味に合うように，［

］内から適切な語句を選びなさい。

(15) 「彼は遅刻すると思いますか」「そうならないといいですね」
“Do you think he will be late?" “I [ don't hope so / hope not ]."

(15)

解

答
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(1) デジタルのデータを消去するのはほとんど不可能だ。 [14.2 頻度や程度を表す否定語を使う〈Key Sentences〉]
(2) その質問に答えられる生徒はほとんどいなかった。 [14.3 名詞を否定する〈Key Sentences〉]
(3) 生徒全員がその計画に賛同したわけではなかった。 [14.4 部分否定と二重否定〈Key Sentences〉]
(4) ② [14.1 notを使って否定する〈Key Sentences〉]
(5) ③ [14.2 頻度や程度を表す否定語を使う〈Key Sentences〉]
(6) ① [14.5 否定の意味を表す表現〈Key Sentences〉]
(7) I don't think he'll accept the terms. [14.1 notを使って否定する〈Key Sentences〉]
(8) There's little time left to save the whale. [14.3 名詞を否定する〈Key Sentences〉]
(9) No one has never made a mistake. [14.4 部分否定と二重否定〈Key Sentences〉]
(10) nothing [14.3 名詞を否定する〈Check問題〉]
(11) Not all [14.4 部分否定と二重否定〈Check問題〉]
(12) never fail [14.4 部分否定と二重否定〈Check問題〉]
(13) cannot[can't] help crying [14.5 否定の意味を表す表現〈Check問題〉]
(14) I hope the train won't[will not] be late. [14.1 notを使って否定する〈Check問題〉]
(15) hope not [14.1 notを使って否定する〈確認問題集〉]

