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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) Thank you for your prompt reply.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) It's necessary that you should eat more vegetables.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) Why don't you take a break?
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) Let me (　　) look at that.
それをちょっと見せてください。

①make the    ②have a    ③have the    ④make a     　　　　(4) 

(5) Hard work (　　) him success.
勤勉が彼に成功をもたらした。

①allowed    ②enabled    ③brought    ④made     　　　　(5) 

(6) Her parents insisted that she (　　) to college.
彼女の両親は彼女が大学へ行くように強く求めた。

①will go    ②was going    ③go    ④went     　　　　(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) 腹痛のせいで私はその旅行を中止した。

( stomachache / cancel / made / the trip / my / me ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) あなたがその危険性を理解することが重要です。

( important / you / that / it's / understand ) the risk.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 風がとても強かったので，私たちは外出することができなかった。

The wind ( strong / we / that / so / couldn't / was ) go outside.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 彼らは時間内に来ることが大切だ。

It's (　　) that they (　　) in time.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) あなたは午後12時前に寝ることが必要です。

It's (　　) that you (　　) (　　) to bed before 12:00 p.m.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 私は懸命に働いたので，すべてが時間に間に合った。

I worked hard, (　　) (　　) everything was ready in time.  　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) これらのレシピを試してみるっていうのはどう？

How (　　) (　　) these recipes?  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語を並べかえなさい。

(14) あの靴があれば，沈むことなく雪の上を歩けますよ。

Those ( allow / shoes / to / you / walk ) on snow without sinking in.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) 予約の再確認をしたいのですが。

I (　　 ) (　　 ) (　　 ) reconfirm my reservation.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) すぐにお返事をいただき，ありがとうございます。 [17.1 名詞構文〈Key Sentences〉]

(2) あなたはもっと多くの野菜を食べることが必要です。 [17.3 that節を使う表現〈Key Sentences〉]

(3) ちょっと休んだらどうですか。 [17.4 コミュニケーションのための表現〈Key Sentences〉]

(4) ② [17.1 名詞構文〈Key Sentences〉]

(5) ③ [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(6) ③ [17.3 that節を使う表現〈Key Sentences〉]

(7) My stomachache made me cancel the trip . [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(8) It's important that you understand  the risk. [17.3 that節を使う表現〈Key Sentences〉]

(9) The wind was so strong that we couldn't  go outside. [17.3 that節を使う表現〈Key Sentences〉]

(10) important，come [17.3 that節を使う表現〈Check問題〉]

(11) necessary，should go [17.3 that節を使う表現〈Check問題〉]

(12) so that [17.3 that節を使う表現〈Check問題〉]

(13) about trying [17.4 コミュニケーションのための表現〈Check問題〉]

(14) Those ( shoes allow you to walk ) on snow without sinking in. [17.2 無生物主語〈Check問題〉]

(15) would like to [17.4 コミュニケーションのための表現〈確認問題集〉]


