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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 彼女は「私はこの本にとても満足している」と言った。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 彼はそのコンサートに行きたいと言った。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 彼女は雨がやんだら外出すると言った。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) He said that he was tired, (　　) (　　) he could drive.
彼は，疲れているが運転できると言った。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) She (　　) (　　) (　　) she wanted to go with Harry.
彼女はハリーと一緒に行きたいと私に言った。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) She (　　) me (　　) (　　) (　　) (　　) with her decision.
彼女は私に私が彼女の決定に満足しているかどうか尋ねた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(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) 彼女は，ケイとテニスをしたと言った。

She ( had / tennis / she / said / played ) with Kei.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 私の父は，その翌日までそこに滞在すると言った。

My father said ( the next day / would / there / he / until / stay ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 彼らはどれほど幸せなのか私に話した。

They ( me / how / were / happy / they / told ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 次の英文の誤りを正しなさい。

(10) She said that she had watched the movie ten days ago.  　　　　　　　　　　　　　　　　(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) 彼は私に，その前の日にすしを食べたと言った。

He told me that he (　　 ) (　　 ) sushi (　　 ) (　　 ) (　　 ).
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 
 　　　　　　　   　　　　　　　

[Ｆ] 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。

(12) He said to me, “Don't open the window."
He (　　 ) me (　　 ) (　　 ) (　　 ) the window.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) He said to me, “I'm angry with you."
He told me that (　　 ) (　　 ) angry with (　　 ).  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) He said to me, “I will leave for Osaka tomorrow."
He told me that (　　 ) (　　 ) leave for Osaka (　　 ) (　　 ) day.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｇ] 次の日本語を英語にしよう。

(15) 母は私に部屋を掃除するように言った。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) She said, "I'm very happy with this book." [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(2) He said that he wants to go to the concert. [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(3) She said she would go out when it stopped raining. [15.3 接続詞を使う文を伝える〈Key Sentences〉]

(4) but that [15.3 接続詞を使う文を伝える〈Key Sentences〉]

(5) told me that [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(6) asked，if I was happy [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Key Sentences〉]

(7) She said she had played tennis  with Kei. [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences〉]

(8) My father said he would stay there until the next day . [15.1 だれかが言ったことを伝える〈Key Sentences
〉]

(9) They told me how happy they were . [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈Key Sentences〉]

(10) ago → before [15.1 だれかが言ったことを伝える〈確認問題集〉]

(11) had eaten, the day before [15.1 だれかが言ったことを伝える〈確認問題集〉]

(12) told, not to open [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈確認問題集〉]

(13) he was, me [15.1 だれかが言ったことを伝える〈確認問題集〉]

(14) he would, the next [15.1 だれかが言ったことを伝える〈確認問題集〉]

(15) My mother told me to clean my room. [15.2 疑問文や感嘆文，命令文などを伝える〈確認問題集〉]


