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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 何をすべきか，本当にわかりません。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 彼の上司は，彼を朝から晩まで働かせた。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) その道路は駐車するのに十分な広さがあります。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) The tea was (　　) bitter (　　) (　　).

その紅茶は飲むには苦すぎた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) It was brave of you (　　) (　　) the truth.

本当のことを話すとは，きみは勇敢だったね。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) (　　) (　　) the match will be tough.

その試合に勝つことは，難しいだろう。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) 日本の外務大臣がイタリアを訪問する予定だ。

The ( minister / to / foreign / visit / Japanese / is ) Italy.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼女はユニセフで働くことを望んでいる。

( work / she / to / for / hopes ) UNICEF.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私はめがねをどこかに間違って置いたようだ。

I ( have / glasses / to / misplaced / seem / my ).
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 次の英文の下線部と用法が同じものを，下の a ～ g から 1 つずつ選びなさい。

(10) The robots were designed to help disabled people.

a. He needs someone to help him out.

b. Children go to school to learn new things.

c. I was happy to be able to join such a strong team. 

d. It is kind of him to invite me to dinner.

e. Their dream is to become ballet dancers.

f. I woke up to find myself lying on the floor. 

g. Do you want to know the future?  　　　　(10) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(11) さらに悪いことに，彼の財布が盗まれた。

To (　　 ) (　　 ) (　　 ), his wallet was stolen.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 奇妙な話だが，私は何の痛みも感じなかった。

(　　 ) (　　 ) (　　 ), I didn't feel any pain.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 実を言うと，私はその知らせを聞いてショックを受けた。

(　　 ) (　　 ) (　　 ) (　　 ), I was shocked to hear the news.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[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。

(14) 約束を守ることは大切だ。

( a promise / is / keep / important / it / to ).
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 私が開けるなと言ったのに，彼女はそのかばんを開けた。

She opened the bag ( to / I / not / told / though / her ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) I just don't know what to do. [7.1 不定詞の名詞用法〈Key Sentences〉]

(2) His boss made him work from morning till night. [7.7 動詞の原形（原形不定詞）を使う〈Key Sentences〉]

(3) The road is wide enough to park. [7.10 不定詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(4) too，to drink [7.10 不定詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(5) to tell [7.4 不定詞の副詞用法〈Key Sentences〉]

(6) To win [7.1 不定詞の名詞用法〈Key Sentences〉]

(7) The Japanese foreign minister is to visit  Italy. [7.10 不定詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(8) She hopes to work for  UNICEF. [7.1 不定詞の名詞用法〈Key Sentences〉]

(9) I seem to have misplaced my glasses . [7.9 不定詞の形〈Key Sentences〉]

(10) b [7.4 不定詞の副詞用法〈確認問題集〉]

(11) make matters worse [7.10 不定詞を使う表現〈確認問題集〉]

(12) Strange to say [7.10 不定詞を使う表現〈確認問題集〉]

(13) To tell the truth [7.10 不定詞を使う表現〈確認問題集〉]

(14) It is important to keep a promise. [7.1 不定詞の名詞用法〈確認問題集〉]

(15) She opened the bag though I told her not to. [7.10 不定詞を使う表現〈確認問題集〉]


