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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) それをちょっと見せてください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 腹痛のせいで私はその旅行を中止した。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) ちょっと休んだらどうですか。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) Hard work (　　) him success.
勤勉が彼に成功をもたらした。  　　　　　　　(4) 

(5) This pillow (　　) me (　　) (　　) comfortably.
この枕のおかげで，私は快適に眠ることができた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) She (　　) that we (　　) leave early.
彼女は私たちが早めに出発することを提案した。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) けがのせいで，彼は決勝で競技することができなかった。

( injury / him / from / his / playing / prevented ) in the final.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 私の父は料理が上手だ。

( good / is / father / cook / a / my ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 今夜の席を予約したいのですが。

( like / for / to / I'd / reserve / a table ) tonight.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 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。

(10) My mother gets up early.
My mother is an (　　 ) (　　 ).  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) Ken cooks well.
Ken is a (　　 ) (　　 ).  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(12) 今夜，外食するのはどうですか。

( do / to / you / what / out / say / eating / tonight )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) インターネットのおかげで私たちは海外の友だちと簡単に意思疎通ができる。

The Internet ( to / overseas friends / easily / communicate / us / with /enables ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) その世界地図を見てごらん。

( a / at / look / have / the / map / world ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(15) カレンは寝坊をして，それでバスに乗りそこなった。

Karen got up late, (　　 ) (　　 ) she missed the bus.  　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) Let me have a look at that. [17.1 名詞構文〈Key Sentences〉]

(2) My stomachache made me cancel the trip. [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(3) Why don't you take a break? [17.4 コミュニケーションのための表現〈Key Sentences〉]

(4) brought [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(5) enabled，to sleep [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(6) suggested，should [17.3 that節を使う表現〈Key Sentences〉]

(7) His injury prevented him from playing  in the final. [17.2 無生物主語〈Key Sentences〉]

(8) My father is a good cook . [17.1 名詞構文〈Key Sentences〉]

(9) I'd like to reserve a table for  tonight. [17.4 コミュニケーションのための表現〈Key Sentences〉]

(10) early riser[bird] [17.1 名詞構文〈確認問題集〉]

(11) good cook [17.1 名詞構文〈確認問題集〉]

(12) What do you say to eating out tonight? [17.4 コミュニケーションのための表現〈確認問題集〉]

(13) The Internet enables us to communicate with overseas friends easily. [17.2 無生物主語〈確認問題集〉]

(14) Have a look at the world map. [17.1 名詞構文〈確認問題集〉]

(15) so that [17.3 that節を使う表現〈確認問題集〉]


