語群選択・並び替え

１．次の各分の（ ）内から適当なものを選び、記号で答えなさい。
【１】
① I visit my grandparents twice（ア．a イ．during
② Have you finished your homework（ア．still

⑤ You cannot be（ア．most

イ．much

エ．per the）week.

イ．until ウ．just now

③ I feel like eating out tonight, Bill. Why（ア．don’t
④ We were looking forward so much to（ア．see

ウ．for the

イ．about

ウ．should

イ．having seen

ウ．rather

エ．yet ）?
エ．do）we go out for a steak?

ウ．seeing

エ．have seen）you again.

エ．too）careful because it is very dangerous here.

【２】
① This（ア．plant イ．clock ウ．stone エ．pot）will die if you don’t give it water every day.
② Can you let me know（ア．where イ．when ウ．who エ．what ）you finish your homework?
③ We can see the beautiful mountains（ア．covered イ．cover ウ．covering エ．to cover）
with snow from that window.
④ He ate a（ア．sheet

イ．cut ウ．piece エ．pie）of cake in just a minute.

⑤ I（ア．was イ．will be ウ．have エ．have been）waiting for him since one o’clock,
but he hasn’t shown up yet.

【３】
① Mr.Ford often buy a newspaper（ア．at イ．by ウ．on エ．to）his way to work.
② I bought a（ア．piece イ．pair ウ．space エ．time）of jogging shoes for Tom’s birthday present.
③ Nancy has（ア．know イ．knew ウ．known エ．knowing）Mrs.Smith for more than four years.
④ Aunt Mary’s dog is（ア．so イ．even ウ．many エ．over）big that it looks like a bear.
⑤ He finished（ア．clean イ．cleaned ウ．cleans エ．cleaning）his room and went to baseball park.

【４】
① Generally（ア．doing イ．telling ウ．speaking エ．seeing）, the climate of Japan is mild.
② I’ll never forget（ア．having イ．to have ウ．had エ．to be had）a nice trip with you last year.
③ I’m proud（ア．with イ．of ウ．for エ．in）my daughter’s talent for painting.
④ My father was in Paris（ア．during イ．for

ウ．in エ．since）five years.

⑤ If it is too windy tomorrow, the mountain climbing
（ア．would イ．will be

ウ．would be エ．will）put off.

【５】
① His classmates（ア．tell イ．say ウ．speak エ．call）him Tom.
② Mary doesn’t like playing tennis,（ア．is イ．isn’t ウ．does エ．doesn’t）she?
③ The restaurant is（ア．on イ．at ウ．to エ．of）the second floor.
④ Either you（ア．and イ．or ウ．both エ．nor）I must attend the meeting.
⑤ How（ア．fast イ．long ウ．many エ．large）are you going to stay at this hotel?

２．以下の各設問について答えなさい。
【１】下線部が日本語の意味になるように、下欄から語を選び記号で答えなさい。
①Will you please (

) off your departure? (～を延期する)

②The plan will (

) off soon. (離陸する)

③You must not (

) down on the poor. (～を軽蔑する)

④He ran to (
⑤We must (

) up with the party. (～に追いつく)
)up for the lost time. (～を埋め合わせる)

ア．catch イ．make ウ．look エ．put オ．take
【２】ＡとＢの関係が、ＣとＤの関係と同じになるよう（ ）内に最も適当な語を入れなさい。
(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ)

(Ｄ)

①

two

⇔

second

twenty

⇔

(

)

②

come

⇔

coming

study

⇔

(

)

③

sing

⇔

sung

write

⇔

(

)

④

many

⇔

much

few

⇔

(

)

⑤

deep

⇔

deepest

well

⇔

(

)

【３】次の説明文が表している語をア～クより選び記号で答えなさい。
①a sister of your father or mother
②the number of people who live in a place
③a person who is under the care of treatment of a doctor
④a person who travels in an automobile, bus, train, airplane of boat
⑤a person who offers help or does something willingly without pay
ア．passenger

イ．patient

ウ．cousin

カ．government キ．volunteer ク．soldier

エ．aunt

オ．population

【４】次の各文に対する返事として適当なものをア～オより選び記号で答えなさい。
①I have a cold.
②Please lend me your pen.
③Would you like some sugar?
④Eriko, we will be late for school!
⑤Would you like to go to the concert with us tomorrow?
ア．Just a minute. I’m looking for my notebook.

イ．Here you are.

ウ．Take this medicine.

エ．Oh, I’d love to, but I have plans already.

オ．Yes, just a little please.

【５】文中の下線部の語と反対の意味を持ち、
（ ）に入る適当な単語をア～キより選び記号で答えなさい。
①Remember what I told you. Don’t (

) it any more.

②I want some thin paper. This is too (

).

③Did he catch the first train or did he (

) it.

④IT is dangerous to play on the streets. IT is (
⑤The river is narrow up here, but it is (
⑥I have read this book with (
⑦If you (
ア．safe

) to play in our garden.

) at the mouth.

). I am sure you will have no difficulty in reading it.

) this pin, you’ll never be able to find it.
イ．wide

ウ．forget

エ．lose

オ．ease

カ．thick

キ．miss

３．次の日本文の意味に合うように（ ）内の語を並べ替えて記号で答えなさい。
【１】
①こちらに来てコーヒーを飲みませんか。
（ア．you イ．don’t

ウ．come エ．why オ．here）and have a coffee?

②トムからの手紙を楽しみに待っています。
I’m（ア．a letter イ．looking ウ．receiving エ．forward オ．to）from Tom.
③私がサリーと知り合ってから５年になります。
I（ア．Sally イ．five ウ．have エ．for オ．known カ．years）.
④エミにスーパーマーケットで牛乳を買ってくるように頼みましたか。
（ア．buy イ．Emi ウ．ask エ．did オ．to カ．you）some milk at the supermarket?
⑤昨日は忙しかったのでテレビを見る時間がありませんでした。
I was so busy yesterday（ア．didn’t イ．to ウ．have エ．I オ．that カ．time）watch TV.

【２】
①私たちの結婚パーティーにお越しいただきありがとうございます。
（ア．to イ．coming ウ．you エ．thank オ．for）our wedding party.
②父は私に乗馬を教えてくれました。
My father taught（ア．ride イ．me ウ．a horse エ．how オ．to）.
③私が昨日観た映画は素晴らしかったです。
The movie（ア．I イ．wonderful ウ．was エ．yesterday オ．watched）.
④このバスに乗れば３時間で大阪に着きます。
This bus（ア．you イ．will ウ．take エ．Osaka オ．to）in three hours.
⑤今日は両親が出かける予定なので、私が弟の世話をする予定です。
I will（ア．brother イ．of ウ．care エ．young オ．my カ．take）
because our parents will go out today.
【３】
①彼女が着く頃には彼の講演は終わっているだろう。
His lecture（ア．have イ．been ウ．will エ．over）by the time she arrives.
②Ｅメールで文書を送っていただけますか？
（ア．the document イ．could ウ．me エ．you オ．send）by e-mail?
③雨が降るといけないから、傘を持って行きなさい。
Take an umbrella with you（ア．case イ．rains ウ．it エ．in）.
④この中古のパソコンは見た目には新品と変わらない。
This used personal computer looks as（ア．one イ．good ウ．as

エ．new オ．a）.

⑤最終電車に乗るために急がなくてはならない。
We have to（ア．to

イ．in ウ．catch エ．order オ．hurry）the last train.

【４】
①電話を使わせてもらってもよろしいですか？
（ア．mind イ．you ウ．do エ．if）I use your phone?
②これまでに大きな病気をしたことがありますか？
（ア．you イ．have ウ．had エ．ever）any serious illness?
③失敗することを心配する必要はないよ。
You（ア．about イ．worry ウ．don’t エ．to オ．have）making mistakes.
④私にとって古い日記を読み返すことは楽しい。
It（ア．interesting イ．is ウ．me エ．to オ．for）read my old diary.
⑤向こうでジェーンと話している男の子は誰ですか？
Who is（ア．the boy イ．with ウ．talking エ．Jane オ．over）there?

【５】
①彼女はここを早く出たので、尾道にもう着いているはずだ。
Having（ア．she イ．in ウ．arrived エ．left オ．Onomichi カ．should

キ．here
ク．early ケ．have）

②彼は腕を組んで立っていた。
He（ア．standing イ．arms ウ．his エ．holded オ．was カ．with）
③その事故のことを読んだのは、この新聞の中であった。
It（ア．that イ．in ウ．accident エ．I オ．about カ．newspaper キ．was
ク．the ケ．this コ．read）
④学生たちは、長い間歩いたので疲れた。
The（ア．students

イ．long ウ．the エ．tired オ．walk）

⑤彼女はとても親切な女の子なので、みんなに好かれている。
She is （ア．a イ．she ウ．is エ．by オ．so カ．everyone キ．kind ク．liked ケ．girl コ．that）
【６】
①彼女は民主主義の立場に立っている。
She（ア．the イ．is ウ．of エ．on オ．side カ．democracy）
②彼の前ではそのことを話さない方がよい。
You（ア．better イ．talk ウ．about エ．it オ．had カ．not）
③彼を説得するのは無理だということが分かった。
I（ア．it イ．to ウ．found エ．persuade オ．him カ．impossible）
④この機械はどこか故障している。
There（ア．something イ．with ウ．is エ．wrong オ．this カ．machine）
⑤父が病気で彼は大学へ行くことができなかった。
His father’s（ア．prevented イ．university ウ．going to エ．from オ．him カ．illness）

【７】
①私は父に市立図書館がどこにあるのか尋ねた。
I（ア．my イ．the city library ウ．was エ．where オ．father カ．asked）
②医者は私に２～３日外出しないように言いました。
The doctor（ア．not イ．out ウ．a few days エ．me オ．to カ．for キ．go ク．told）
③私は彼にもっとゆっくり話すように頼んだ。
（ア．slowly イ．speak ウ．I エ．to オ．asked カ．him）
④お久しぶりですね。
（ア．saw イ．you ウ．since エ．it’s オ．I カ．a long time キ．last）
⑤シンガポールに来たのは今回が初めてですか？
（ア．your イ．visit ウ．this エ．to オ．is カ．Singapore キ．first）

