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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) I have a lot of books to read.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) I'm happy you are here.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) It is certain that he will be successful in the U.S.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) You can do it with (　　) effort and time.

少しの努力と時間でそれをすることができますよ。

①little    ②a little    ③a few    ④few     　　　　(4) 

(5) It will (　　) be a good start.

それは間違いなくよいスタートになるだろう。

①thoroughly    ②occasionally    ③probably    ④certainly     　　　　(5) 

(6) I know nothing about it; (　　) I could tell you.

そのことは何も知りません。そうでなければ，あなたにお話しできるのですが。

①moreover    ②however    ③otherwise    ④and     　　　　(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) 彼はすばやく逃げた。

( quickly / ran / he ) away.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼はおそらく遅れて到着するだろう。

( probably / will / arrive / he ) late.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 天気が最悪で，その結果，私はそこに時間どおりに着くことができなかった。

The weather was awful and, ( I / result, / get / a / couldn't / as ) there on time.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 彼は窓を開けたままにしておいた。

He left the windows (　　).  　　　　　　　(10) 

(11) 私にはカナダに住んでいる友人が数人いる。

I have (　　) (　　) friends who live in Canada.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 彼女はきっと私たちの期待に応えてくれる。

It is (　　) that she will meet our expectations.  　　　　　　　(12) 

(13) 私は完全に彼女の誕生日を忘れていた。

I (　　) (　　) her birthday.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) もちろん，彼はその不当な扱いに腹を立てた。

(　　), he was angry about the unfair treatment.  　　　　　　　(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) 私はこの町をよく知っている。

I'm familiar (　　 ) this town.  　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 読む本がたくさんあります。 [20.2 数量を表す形容詞〈Key Sentences〉]

(2) あなたがここにいてくれて私はうれしいです。 [20.3 形容詞の使い方〈Key Sentences〉]

(3) 彼はきっとアメリカで成功するだろう。 [20.3 形容詞の使い方〈Key Sentences〉]

(4) ② [20.2 数量を表す形容詞〈Key Sentences〉]

(5) ④ [20.4 副詞の意味〈Key Sentences〉]

(6) ③ [20.5 副詞の使い方〈Key Sentences〉]

(7) He quickly ran away. [20.4 副詞の意味〈Key Sentences〉]

(8) He will probably arrive  late. [20.4 副詞の意味〈Key Sentences〉]

(9) The weather was awful and, as a result, I couldn't get  there on time. [20.5 副詞の使い方〈Key Sentences〉]

(10) open [20.1 形容詞の限定用法と叙述用法〈Check問題〉]

(11) a few [20.2 数量を表す形容詞〈Check問題〉]

(12) certain [20.3 形容詞の使い方〈Check問題〉]

(13) completely[totally] forgot [20.4 副詞の意味〈Check問題〉]

(14) Naturally [20.5 副詞の使い方〈Check問題〉]

(15) with [20.3 形容詞の使い方〈確認問題集〉]


