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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) There are two pandas in this zoo.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) Most part-time employees are paid by the hour.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) I usually walk to school.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) My (　　) don't like carrots.

私の子どもたちはにんじんが嫌いです。

①childs    ②kid    ③childrens    ④children     　　　　(4) 

(5) They bought (　　) wine for the party.

パーティーのために彼らはワインを5本買った。

①five glasses of    ②five pieces of    ③five bottled    ④five bottles of     　　　　(5) 

(6) I visited the British Museum while in (　　).

イギリスにいる間に，大英博物館を訪れた。

①the United King    ②the England    ③UK    ④the UK     　　　　(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) コーヒーはいかがですか。

( coffee / like / you / some / would )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) このあたりにコンビニはありますか。

( there / convenience / around / a / is / store ) here?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私たちはロンドンからパリまで列車で移動した。

( we / from / traveled / train / by ) London to Paris.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 私たちはチームとして一緒に働いた。

We worked together as (　　) (　　).  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 私は数学は好きだけれど，物理は好きではない。

I like (　　), but I don't like (　　).  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) ジョーンズさんという男性があなたを訪ねてきて，伝言を残していきましたよ。

(　　) (　　) (　　) called on you and left a message for you.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) あなたが昨日読んでいた本のタイトルは何ですか。

What was (　　) (　　) of (　　) book you were reading yesterday?

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，正しいほうを選びなさい。

(14) 彼は私に助言を求めた。

He asked me for ( an advice / advice ).  　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 次の名詞が数えられる名詞の場合はその複数形を，数えられない名詞の場合は×を書きなさい。

(15) information  　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) この動物園には2匹のパンダがいます。 [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(2) ほとんどのパート従業員は時給で支払われています。 [18.6 冠詞のはたらき〈Key Sentences〉]

(3) 私はいつもは歩いて学校に行きます。 [18.6 冠詞のはたらき〈Key Sentences〉]

(4) ④ [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(5) ④ [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(6) ④ [18.3 固有名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(7) Would you like some coffee ? [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(8) Is there a convenience store around  here? [18.4 複合名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(9) We traveled by train from  London to Paris. [18.6 冠詞のはたらき〈Key Sentences〉]

(10) a team [18.1 ものの名前の表し方〈Check問題〉]

(11) mathematics[math]，physics [18.2  数や量の表し方〈Check問題〉]

(12) A Mr. Jones [18.3 固有名詞の使い方〈Check問題〉]

(13) the title，the [18.6 冠詞のはたらき〈Check問題〉]

(14) advice [18.1 ものの名前の表し方〈Check問題〉]

(15) × [18.2 数や量の表し方〈確認問題集〉]


