
【新二年生用】第15 回［Section15　話法］ 総合英語be 3rd Edition P460～P474

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) She said, "I'm very happy with this book."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) She said she had played tennis with Kei.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) She asked me if I was happy with her decision.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) She said that she (　　) very happy with that book.
彼女はあの本にとても満足していると言った。

①was    ②would be    ③were    ④have been     　　　　(4) 

(5) He asked me where (　　).
彼は私にどこに住んでいるか尋ねた。

①I live    ②I lived    ③do I live    ④did I live     　　　　(5) 

(6) She said she would go out when it (　　) raining.
彼女は雨がやんだら外出すると言った。

①stopped    ②stops    ③would stop    ④stop     　　　　(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) 私の父は，その翌日までそこに滞在すると言った。

My father said ( the next day / would / there / he / until / stay ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼は自分の息子に食べ過ぎないように忠告した。

He ( his / to / advised / eat / son / not ) too much.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 彼は，疲れているが運転できると言った。

He said that he was tired, ( that / could / he / but / drive ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 直接話法で示した内容を，間接話法の文にして伝えなさい。

(10) Tom said, “I'm in love with you."
Tom said that (　　) (　　) in love with (　　).  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) The girl said, “My father can speak French."
The girl said that her father (　　) (　　) French.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) The old woman said to him, “Please tell me the way to the station."
The old woman (　　) (　　) (　　) tell her the way to the station.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) The doctor said to me, “You should exercise more."
The doctor (　　) (　　) (　　) exercise more.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) He said, “My daughter is not living here but she will be here next week."
He said that his daughter (　　) (　　) (　　) there (　　) (　　) she (　　) (　　) there the next week.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(14) 
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　

[Ｅ] 次の日本語を英語にしよう。

(15) 母は私に部屋を掃除するように言った。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第15 回［Section15　話法］ 総合英語be 3rd Edition P460～P474

(1) 彼女は「私はこの本にとても満足している」と言った。 [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(2) 彼女は，ケイとテニスをしたと言った。 [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(3) 彼女は私に私が彼女の決定に満足しているかどうか尋ねた。 [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Key 
Sentences〉]

(4) ① [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(5) ② [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Key Sentences〉]

(6) ① [15.3 接続詞を使う文を伝える〈Key Sentences〉]

(7) My father said he would stay there until the next day . [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences
〉]

(8) He advised his son not to eat  too much. [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Key Sentences〉]

(9) He said that he was tired, but that he could drive . [15.3 接続詞を使う文を伝える〈Key Sentences〉]

(10) he was[is]，me [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Check問題〉]

(11) could speak [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Check問題〉]

(12) asked him to [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Check問題〉]

(13) advised me to [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Check問題〉]

(14) was not living，but that，would be [15.3 接続詞を使う文を伝える〈Check問題〉]

(15) My mother told me to clean my room. [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈確認問題集〉]


