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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) ブルックスさんという人が5分前にあなたに電話をかけてきましたよ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) イギリスにいる間に，大英博物館を訪れた。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) やるべき仕事がたくさんあります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) We traveled (　　) (　　) from London to Paris.

私たちはロンドンからパリまで列車で移動した。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) (　　) has long wanted to visit (　　).

ナンシーはずっとローマを訪れたいと思っている。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) I bought (　　) computer and (　　) printer.

私はコンピューターとプリンターを買いました。  　　　　　　　   　　　　　　　(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)  父は私に1つ助言をしてくれた。

My father ( a / of / me / advice / gave / piece ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 私の子どもたちはにんじんが嫌いです。

( carrots / my / like / children / don't ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私の父は新聞を読むときにめがねが必要です。

My ( reads / needs / when / glasses / he / father ) a newspaper.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 次の名詞が数えられる名詞の場合はその複数形を，数えられない名詞の場合は×を書きなさい。

(10) advice  　　　　　　　(10) 

(11) bread  　　　　　　　(11) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(12) スミスさん一家は，私の近所に住んでいる。

(　　 ) (　　 ) live in my neighborhood.  　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

[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。

(13) 毎日歯を磨きなさい。

Brush your [ tooth / teeth ] every day.  　　　　　　　(13) 

(14) 彼女は親切にも私にお金を貸してくれた。

She was so kind as to lend me some [ moneys / money ].  　　　　　　　(14) 

[Ｇ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) その試合の結果を知っていますか。

( you / the / of / know / match / do / the / result )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) A Mr. Brooks called you five minutes ago. [18.3 固有名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(2) I visited the British Museum while in the UK. [18.3 固有名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(3) There is a lot of work to be done. [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(4) by train [18.6 冠詞のはたらき〈Key Sentences〉]

(5) Nancy，Rome [18.3 固有名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(6) a，a [18.6 冠詞のはたらき〈Key Sentences〉]

(7) My father gave me a piece of advice . [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(8) My children don't like carrots . [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(9) My father needs glasses when he reads  a newspaper. [18.2  数や量の表し方〈Key Sentences〉]

(10) × [18.2 数や量の表し方〈確認問題集〉]

(11) × [18.2 数や量の表し方〈確認問題集〉]

(12) The Smiths [18.3 固有名詞の使い方〈確認問題集〉]

(13) teeth [18.2 数や量の表し方〈確認問題集〉]

(14) money [18.1 ものの名前の表し方〈確認問題集〉]

(15) Do you know the result of the match? [18.5 所有を表す方法〈確認問題集〉]


