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 1   英訳しなさい。 
1.  あの紳士は何(をされている方)ですか。あの婦

人は誰ですか。 

2.  これは白と黒の犬です。 

3.  2 人の若い美しいアメリカの婦人は私の先生で
す。 

4.  この 2 人のアメリカの婦人は若くて美しい。 

5.  このいくつかの小さい古い箱は彼のものです。 

6.  この公園は少年少女にとって良い場所です。 

7.  私は今忙しい。 

8.  グラスは水でいっぱいです。 

9.  スミス夫人は彼女の子供を自慢しています。 

10.  その女の子達はそれらの犬を怖がっています。 

11.  私は勉強に飽きました。 

12.  私は今疲れています。 

13.  彼女は英語が得意です。 

14.  彼は今日病気です。 

15.  トムは昨日の朝学校に遅れた。 

16.  私達は今日学校に間に合うでしょう。 

17.  彼女は明日学校を休むでしょう。 

18.  あなたは眠いですか。 

19.  彼女は病気で寝ています。 

20.  彼は数学がよく出来ません。 

21.  あなたは昨日パーティに出席しましたか。 

22.  あなたのお父さんは列車に間に合いますか。 

23.  彼は彼女に親切です。 

24.  名古屋は城で有名です。 

25.  彼女の叔母さんは何才ですか。 

26.  東京タワーの高さはどのくらいありますか。 

27.  あの木の高さはどのくらいありますか。 

28.  十和田湖の深さはどのくらいありますか。 

29.  あなたは 5 月に 15 才になります。 

30.  彼は彼の父より 3 インチ背が高い。 

31.  彼女の姉は私の姉より美しい。 

32.  銀は金より重くない。 

33.  50 と 15 ではどちらが多いか。 

34.  彼は我々すべての中で一番若い。 

35.  彼はクラスの中で一番若い。 

36.  トラとライオンと牛の中でどれが最も役にたつ
か。 

37.  彼は彼のクラスの中で最もよい走者の一人です。 

38.  これは図書館の中で最も面白い本の一冊です。 

39.  1 月は 1 年の最初の月です。 

40.  冬は 4 つの季節の最後の季節です。 

41.  1年には 12ケ月あります。それらは 1月、2月、
3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、8 月、9 月、10

月、11 月、12 月です。 

42.  冬は秋の後に来ます。 

43.  日本で最も大きい都市はどこですか。 

44.  今日は何曜日ですか。 

45.  今日は何日ですか。 

46.  今は何月ですか。 

47.  今は何の季節ですか。 

48.  あなたの時計で今何時ですか。 

49.  一昨日は何曜日でしたか。 

50.  今日は｛よい天気／くもり／雨／風の日｝です。 

51.  明日は｛嵐になる／暑い／暖かい／涼しい／寒
い｝でしょう。 

52.  今日のお天気はどうですか。 

53.  日本では夏は暑いです。 

54.  このリンゴはおいくらですか。 

55.  鳥は｛森の中で／楽しげに／春に} 歌う。 

56.  雨が激しく降っている。 

57.  私はバスで学校に行く。 

58.  彼は私と一緒に学校に行く。 

59.  太陽はきらきら輝いている。 

60.  ジョンソン一家は郊外に住んでいる。 

61.  彼は川で泳いでいます。 

62.  我々は夕方ホテルに着きました。 

63.  彼等は我々を約 2 時間待っていました。 

64.  古い家が森の中にあります。 

65.  昨夜は風が強く吹きました。 

66.  あなたはどこに住んでいますか。 

67.  彼はたいてい朝から晩まで読書します。 

68.  その男は草の上に横になって眠りました。 

69.  あなたの家は次の通りにあります。 

70.  東京は隅田川の畔(ほとり)にあります。 

71.  中国は日本の西にあります。 

72.  日本はアジアの東にあります。 

73.  彼の家は公園の東側にあります。 

74.  この市の南側に広い川があります。 

75.  私はつねに７時に起きます。 
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 3   (  )内に the を入れなさい (必要なければ×)。 
 1.  (   ) water in this glass is dirty. 

 2.  Everyone should drink several glasses of 

(   ) water every day. 

 3.  (   ) water in many cities is not good. 

 4.  (   ) New York City has a poor climate. 

 5.  (   ) climate in New York City is not very 

good. 

 6.  Mr. Smith is from (   ) California. 

 7.  (   ) California scenery is very beautiful. 

 8.  John lives on (   ) Seventh Avenue. 

 9.  I always take (   ) Seventh Avenue sub-

way to my work. 

10.  (   ) English is more difficult to learn than 

French. 

11.  (   ) English language is difficult to learn. 

12.  We need (   ) good light in order to study. 

13.  (   ) light in this classroom is not good. 

14.  They recently discovered (   ) oil in Cuba. 

15.  (   ) oil which comes from Cuba is of high 

quality. 

16.  (   ) Venezuela is a very rich country. 

17.  They say that (   ) Venezuelan climate is 

excellent. 

18.  I like (   ) sports of all kinds. 

19.  (   ) sport which I like best is football. 

20.  We plan to visit (   ) Canada on our vaca-

tion. 

21.  We read a long article about (   ) Soviet 

Union. 

     Cf. The United States, The Soviet Union, The United 

Kingdom 

 

 

 4   (   )内に no または not を入れなさい。 
 1.  That room has (   ) windows in it. 

 2.  He does (   ) attend class regularly. 

 3.  There are (   ) boys in our English class. 

 4.  Today is (   ) Friday. 

 5.  There was (   ) much money in her purse. 

 6.  (   ) one girl wanted to dance with William. 

 7.  We have (   ) time to talk about that now. 

 8.  (   ) person in his right mind committed 

that crime. 

 9.  There are (   ) many students in the cafe-

teria now. 

10.  William has (   ) English book. 

11.  Does John spend much time on his English? 

     No, (   ) much! 

12.  I have (   ) time to study. 

13.  There are (   ) many students absent to-

day. 

14.  In fact, there are (   ) students at all ab-

sent. 

15.  He has (   ) money to spend on books. 

16.  He is (   ) a good student. 

17.  There is (   ) a really serious student in 

the whole class. 

18.  This exercise is (   ) difficult. 

 

 

 5   (   )内の語を正しくしなさい。 
 1.  She is a (beautiful) girl. 

 2.  Mary plays the piano (beautiful). 

 3.  This apple is (soft). 

 4.  Miss Smith always speaks very (soft). 

 5.  John did the work very (clever). 

 6.  He is a very (clever) boy. 

 7.  Helen always prepares her lessons (careful). 

 8.  She is an exceptionally (careful) student. 

 9.  My watch is (slow). 

10.  The old man walks very (slow). 

11.  He does all his work (quick). 

12.  This is an (easy) exercise. 

13.  I can do this exercise (easy). 

14.  I see him very (frequent) in the cafeteria. 

15.  He is a (frequent) visitor in our home. 

16.  They are both (serious) students. 

17.  They both study English very (serious). 

18.  John did the work very (careless). 

19.  He is a very (careless) workman. 

20.  That was a very (foolish) thing to say. 
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                初級 不 定 詞 （to＋動詞原形） 
 
A. 名詞的用法（〜すること） 
 
 1. 主語 

 
 
 
 
 2. 補語 

To tell a lie is wrong. 
 
仮主語 it をおく場合が多い 

It is wrong to tell a lie. 
 
My hobby is to play tennis. 
 

 3. 目的語 I like to study English. 
 

I know what to do. 

which to take. 

which way to take. 

whom(who) to ask. 

where to go. 

when to start. 

how to play tennis. 

 （why と主格 who はできない） 

  
 4. S V O O 

 
 
 5. S V O C 

I told you to go there. 
（動詞は、tell, teach, warn） 

 
They ordered us to clean the room. 
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B. 形容詞的用法（名詞の後に来て名詞を修飾する） 
 
 1. 主語関係 

  
He is the first man to come. 
 

 2. 目的語関係 There is nothing to do. 
 
I have nothing to do. 
 

 3. 内容説明 I have a chance to see you. 

 
C. 副詞的用法（動詞・形容詞・副詞を修飾する） 
 
 1. 動詞修飾（目的） I go to school to study. 

 
I go to school in order to study. 
 

 2. 動詞修飾（原因） She smiled to hear it. 
 

 3. 形容詞修飾（原因） I am glad to see you. 
 

 4. 形容詞修飾（方面指定） This book is easy to read. 
 

 5. 副詞修飾 You are too young to go to school. 
 
He is old enough to go to school. 
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