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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 私はそのクイズ番組を見たくない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 自分の健康について注意してもしすぎることはない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 彼はその事故に関して何も言わなかった。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) There's (　　) time left to save the whale.
そのクジラを救うために残された時間はほとんどない。  　　　　　　　(4) 

(5) (　　) (　　) (　　) (　　) (　　) he began to feel dizzy.
彼はまもなく目まいを感じ始めた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

 　　　　　　　   　　　　　　　

(6) I'll (　　) forget your kindness.
あなたの親切は決して忘れません。  　　　　　　　(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) その質問に答えられる生徒はほとんどいなかった。

( students / question / the / could / few / answer ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼女は水泳が得意ではない。

( isn't / at / swimming / she / good ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私の父は私にお金を無駄にするなと言った。

My father ( not / me / waste / told / to ) my money.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 次の日本語を英語にしよう。

(10) あなたの親切は決して忘れません。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10) 

[Ｅ] 次の英文を日本語にしなさい。

(11) This machine is no longer used at our company.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

[Ｆ] 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。

(12) 彼はめったに約束を破らない。

He [ seldom / scarcely ] breaks his promise.  　　　　　　　(12) 

[Ｇ] 日本語の意味に合うように，［　］内の語句を適切な形にして，英文を完成させなさい。ただし， 1 語とは限らない。

(13) 私が電話をかけたとき，彼は家にいなかった。

He [ be ] at home when I called him.  　　　　　　　(13) 

[Ｈ] 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) 私たちは彼を待つよりほかにない。

( but / have / we / wait / for / choice / no / to / him ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｉ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) その子どもは夕食の間泣いてばかりいた。

That child did (　　 ) (　　 ) cry during dinner.  　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) I don't want to watch the quiz show. [14.1 notを使って否定する〈Key Sentences〉]

(2) You cannot be too careful of your health. [14.5 否定の意味を表す表現〈Key Sentences〉]

(3) He said nothing about the accident. [14.3 名詞を否定する〈Key Sentences〉]

(4) little [14.3 名詞を否定する〈Key Sentences〉]

(5) It was not long before [14.5 否定の意味を表す表現〈Key Sentences〉]

(6) never [14.2 頻度や程度を表す否定語を使う〈Key Sentences〉]

(7) Few students could answer the question . [14.3 名詞を否定する〈Key Sentences〉]

(8) She isn't good at swimming . [14.1 notを使って否定する〈Key Sentences〉]

(9) My father told me not to waste  my money. [14.1 notを使って否定する〈Key Sentences〉]

(10) I'll never forget your kindness. [14.2 頻度や程度を表す否定語を使う〈確認問題集〉]

(11) 私たちの会社では，この機械はもはや使われていない。 [14.3 名詞を否定する〈確認問題集〉]

(12) seldom [14.2 頻度や程度を表す否定語を使う〈確認問題集〉]

(13) wasn't [14.1 notを使って否定する〈確認問題集〉]

(14) We have no choice but to wait for him. [14.5 否定の意味を表す表現〈確認問題集〉]

(15) nothing but [14.5 否定の意味を表す表現〈確認問題集〉]


