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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 私たちはその仕事をほとんどやり終えています。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) そのことは何も知りません。そうでなければ，あなたにお話しできるのですが。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 2階へ行きましょう。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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) It is (　　) that he will win the prize.
彼はその賞を取りそうだ。  　　　　　　　(4) 

(5) This is a custom (　　) to Japan.
これは日本に特有の習慣です。  　　　　　　　(5) 

(6) I wake up (　　) (　　).
私は最近，起きるのが遅い。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) 私はモスクワに2週間前に行った。そこにはそれ以前に一度も行ったことがなかった。

I went to Moscow two weeks ago.  ( there / never / I'd / before / been ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) そのホテルはちょうど駅の前にある。

The hotel ( just / the station / in / is / of / front ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 学校に行く準備をする時間があまりない。

I don't ( time / to / ready / have / get / much ) for school.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(10) 彼は間違いなく成功するだろう。

He will (　　 ) succeed.  　　　　　　　(10) 

[Ｅ] 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。

(11) 私は氷と水を少しスムージーに加えました。

I added a [ few / little ] ice cubes and a [ few / little ] water to the smoothie.
 　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

[Ｆ] 次の英文の誤りを正しなさい。

(12) Were it not for the sun, every alive thing would die.  　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｇ] 次の日本語を英語にしよう。

(13) 私はよくおばあちゃんの家（grandmother's）を訪ねます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 火曜日にお会いするというのは，あなたにとって都合がよいですか。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｈ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語を並べかえなさい。

(15) 私は彼女が欠席していることに気づかなかった。

I ( not / her / aware / was / of / absence ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) We have almost finished the work. [20.4 副詞の意味〈Key Sentences〉]

(2) I know nothing about it; otherwise I could tell you. [20.5 副詞の使い方〈Key Sentences〉]

(3) Let's go upstairs. [20.4 副詞の意味〈Key Sentences〉]

(4) likely [20.3 形容詞の使い方〈Key Sentences〉]

(5) peculiar [20.1 形容詞の限定用法と叙述用法〈Key Sentences〉]

(6) late lately [20.6 副詞の使い分け〈Key Sentences〉]

(7) I went to Moscow two weeks ago.  I'd never been there before . [20.6 副詞の使い分け〈Key Sentences〉]

(8) The hotel is just in front of the station . [20.5 副詞の使い方〈Key Sentences〉]

(9) I don't have much time to get ready  for school. [20.2 数量を表す形容詞〈Key Sentences〉]

(10) certainly[definitely, surely] [20.4 副詞の意味〈確認問題集〉]

(11) few, little [20.2 数量を表す形容詞〈確認問題集〉]

(12) alive → living [20.1 形容詞の限定用法と叙述用法〈確認問題集〉]

(13) I often visit my grandmother's (house). [20.4 副詞の意味〈確認問題集〉]

(14) Is it convenient for you to meet me on Tuesday? [20.3 形容詞の使い方〈確認問題集〉]

(15) I was not aware of her absence. [20.3 形容詞の使い方〈確認問題集〉]


