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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) It was not until yesterday that I noticed the sign.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) Little did we imagine that he would be the president.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) The hotel, though small, was very clean.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) The situation hasn't changed (　　).

状況はまったく変わっていない。

①yet    ②on earth    ③at all    ④anything     　　　　(4) 

(5) (　　) was an old plate.

箱の中にあったのは，古いお皿だった。

①In the box    ②The box it    ③The box in which    ④What in the box     　　　　(5) 

(6) My sister didn't go to the party, and (　　).

私の姉はパーティーに行かなかったし，私も行かなかった。

①also did I    ②neither did I    ③I also did    ④I neither did     　　　　(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) ぼくはきみの髪型が本当に好きなんだよ。

( do / haircut / like / I / your ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 私の父は試合に興奮していたが，私もそうだった。

My father was excited at the game, ( so / was / and / I ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 彼は私に来ると言ったが，来なかった。

He told me ( he / didn't / that / would / but / he / come, ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 彼はその本をまったく読まなかった。

He didn't read the book (　　) (　　).  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) いったいだれがガラスを割ったのですか。

Who (　　) (　　) broke the glass?  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 彼が世界を変えられるとは，私たちはほとんど知らなかった。

(　　) (　　) (　　) know that he could change the world.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 父は今，名古屋に住んでいないし，私も住んでいない。

My father isn't living in Nagoya now, and (　　) (　　) I.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) あなたはヨーロッパを旅行している間に，何を食べましたか。

What did you eat (　　) (　　) in Europe?  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) 私が勝つとはまったく思ってもみなかった。

(　　 ) did (　　 ) think that I would win.  　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 昨日になってはじめて，私はその標識に気がついた。 [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(2) 彼が大統領になるなんて，私たちはまったく想像しなかった。 [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(3) そのホテルは，小さかったが，とてもきれいだった。 [16.3 挿入・省略〈Key Sentences〉]

(4) ③ [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(5) ① [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(6) ② [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(7) I do like your haircut . [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(8) My father was excited at the game, and so was I . [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(9) He told me that he would come, but he didn't . [16.3 挿入・省略〈Key Sentences〉]

(10) at all [16.1 強調〈Check問題〉]

(11) on earth [16.1 強調〈Check問題〉]

(12) Little did we [16.2 倒置〈Check問題〉]

(13) neither[nor] am [16.2 倒置〈Check問題〉]

(14) while traveling [16.3 挿入・省略〈Check問題〉]

(15) Never, I [16.2 倒置〈確認問題集〉]


