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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) Since he left early, he should have arrived by now.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) As far as I know, Bill has nothing to do with it.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) Take an umbrella with you in case it rains.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) I was shocked at the news (　　) the actor had died.

その俳優が亡くなったというニュースに，私は驚いた。

①how    ②about    ③that    ④of     　　　　(4) 

(5) I don't care (　　) it's right or wrong.

それが正しいのか間違っているのか，私は気にしない。

①that    ②how    ③whether    ④what     　　　　(5) 

(6) (　　) I knew the story, I enjoyed the book.

そのストーリーは知っていたけれど，私はその本を楽しく読んだ。

①As long as    ②Even though    ③Because    ④As if     　　　　(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) 彼女はフランス語だけではなく，イタリア語も話す。

She speaks ( French / also / Italian / only / but / not ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼女は大阪に引っ越してから，ずっと一人で暮らしています。

She has been living alone ( moved / Osaka / she / since / to ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) このメールを読んだらすぐに返信してください。

( back / as / read / reply / you / soon as ) this email.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 一生懸命英語を勉強しなさい。そうすれば将来，役に立つでしょう。

Study English hard, (　　) it will help you in the future.  　　　　　　　(10) 

(11) シートベルトをしめなさい。そうしないと違反をとられますよ。

Fasten your seat belt, (　　) you will be ticketed.  　　　　　　　(11) 

(12) 私に本当のことを言ってくれない限り，私は眠れません。

I can't sleep (　　) you tell me the truth.  　　　　　　　(12) 

(13) 貧乏だったが，私たちはとても幸せだった。

(　　) (　　) we were poor, we were very happy.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) きみが認めようが認めなかろうが，きみはこの点で完全に間違っている。

(　　) you accept it (　　) not, you are quite wrong on this point.  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] 次の日本語を英語にしよう。

(15) このメールを読んだらすぐに返信（reply back）してください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 早く出発したのだから，彼はもう到着しているはずだ。 [22.4 原因や理由などを示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(2) 私の知る限り，ビルはそのことには何の関係もない。 [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(3) 雨が降るといけないから，かさを持って行きなさい。 [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(4) ③ [22.2 名詞節をつくる従属接続詞〈Key Sentences〉]

(5) ③ [22.2 名詞節をつくる従属接続詞〈Key Sentences〉]

(6) ② [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(7) She speaks not only French but also Italian . [22.1 等位接続詞〈Key Sentences〉]

(8) She has been living alone since she moved to Osaka . [22.3 時を示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(9) Reply back as soon as you read  this email. [22.3 時を示す従属接続詞〈Key Sentences〉]

(10) and [22.1 等位接続詞〈Check問題〉]

(11) or [22.1 等位接続詞〈Check問題〉]

(12) unless [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Check問題〉]

(13) Even though [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Check問題〉]

(14) Whether，or [22.5 条件や譲歩，目的を示す従属接続詞〈Check問題〉]

(15) Reply[Please reply] back as soon as you read this email. [22.3 時を示す従属接続詞〈確認問題集〉]


