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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 手伝ってくれませんか。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) その質問はあなたには簡単なはずだ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 姉は今日，うれしいに違いない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(4) (　　) (　　) stay home.
家にいなきゃだめだよ。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) Anyone (　　) make mistakes.
だれでも間違いをすることがある。  　　　　　　　(5) 

(6) You (　　) (　　) (　　) him alone.
彼をひとりにすべきではなかった。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(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) 彼があなたにお金を貸したはずがない。

( lent / money / he / have / you / cannot ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) この博物館では写真を撮ってもいいですよ。

( pictures / can / you / in / take ) this museum.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私たちは法律に従わなければならない。

( law / we / obey / the / must ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(10) 彼女が自分の息子を自慢するのももっともだ。

She (　　 ) (　　 ) be proud of her son.  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

[Ｅ] ［　］内の語句を用いて，次の日本語を英文にしなさい。

(11) あなたの自転車を私に貸してくれますか。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。ただし，足りない 1 語を補うこと。

(12) この問題はいつでも起こり得る。

( occur / any time / this problem / at ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 私の兄は今ごろ，シカゴにいるはずだ。

( brother / in / my / by / Chicago / be / now ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

[Ｇ] 日本語の意味に合うように，［　］内から適切な語句を選びなさい。

(14) 電車で行った方がいいよ。

You [ should / may ] go by train.  　　　　　　　(14) 

[Ｈ] 各組の英文がほぼ同じ意味を表すように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) You must not stay up late. 
(　　 ) stay up late.  　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) Can you give me a hand? [5.1 canとbe able to〈Key Sentences〉]

(2) The question ought to be easy for you. [5.4 shouldとought to，had better〈Key Sentences〉]

(3) My sister must be happy today. [5.3 mustとhave to〈Key Sentences〉]

(4) You'd better [5.4 shouldとought to，had better〈Key Sentences〉]

(5) can [5.1 canとbe able to〈Key Sentences〉]

(6) shouldn't have left [5.7 助動詞＋have＋過去分詞〈Key Sentences〉]

(7) He cannot have lent you money . [5.7 助動詞＋have＋過去分詞〈Key Sentences〉]

(8) You can take pictures in  this museum. [5.1 canとbe able to〈Key Sentences〉]

(9) We must obey the law . [5.3 mustとhave to〈Key Sentences〉]

(10) may[might] well [5.2 mayとmight〈確認問題集〉]

(11) Will you lend me your bicycle [lend your bicycle to me]? [5.5 willとwould，shall〈確認問題集〉]

(12) This problem can[could] occur at any time.
（can[could] が不足） [5.1 canとbe able to〈確認問題集〉]

(13) My brother should be in Chicago by now.
（should が不足） [5.4 shouldとought to，had better〈確認問題集〉]

(14) should [5.4 shouldとought to，had better〈確認問題集〉]

(15) Don't [5.3 mustとhave to〈確認問題集〉]


