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Q1. 以下の上下の文がほぼ同じ意味になるように、空欄に適当な語を入れなさい。 

1. I am her friends. 

I am a friend of ( hers ). 

※a friend of mineっていうんだから、[I, my, me, mine]の 4番目と一緒ね。＾＾ 

僕は彼女の友人です。 

2. He is a very intelligent boy. 

( What ) ( an ) intelligent boy he is! 

※「とてもお利口さんです。」→「なんてお利口さんな男の子でしょう！」 

※boyって名詞がついてるから、Whatから。＾＾ 

3. Click your mouse, and you’ll be done. 

( If ) you click your mouse, you’ll be done. 

クリックしてくれたら、ご満足いただけるかと。 

※doneは代動詞。p.p.ならなんでも来れる。＾＾ 

※よって、ここでは, you’ll be satisfied.とかね。 

4. I have never seen such a funny movie before. 

This is the ( funniest ) movie ( that ) I have ever seen. 

こんなにおもしろい映画は見たことがない。 

→いままで見た中でいちばんおもしろい。 

※先行詞に最上級がついてるから、関係代名詞は that しか使えない！whichは×ね。 

5. Sorry, this seat is for the elderly person only. 

You ( cannot / mustn’t ) take this seat because you are ( young ). 

ごめんなさい。この座席はお年寄りの方だけのためのものです。 

→若いから座っちゃいけませんよ。 

 

Q2. 以下の日本文に合うように空欄に適当な語を入れなさい。 

1. 象さんが好きです。でも、キリンさんはもっと好きです。 

I like ( elephants ), but I like ( giraffes ) ( much ) better than them. 

※複数形にしないとダメー。＾＾； 

※比較級を強めるには、前に muchをつけてあげる。＾＾ 

2. 僕もキリンが好きです。秋味がいちばん好きです。 

I like KIRIN, too.  ( Most / Best ) of all, I like Aki-aji. 

= I like Aki-aji best of all the beers. 

※most of allで、「とりわけ」。 

3. CIA って何の略だと思う？ 

( What ) do you think CIA ( stands ) for? 

※この文は、Do you think～?とWhat does CIA stand for?がセットになった文。 
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※3単現の sを忘れずにね。＾＾ 

 

4. 天気予報によれば、明日未明には台風が接近する。 

( According ) to the weather forecast, a typhoon is coming closer to us before dawn tomorrow. 

※According to～で、「～によれば」 

※未明は、before dawn。「明るくなる前に」 

5. 石焼きいもを食べたくなってきたよ。 

I ( feel ) ( like ) eating Ishi-Yakiimo. 

直訳すると、これは、「えー。石焼きいも食べるみたいな感じー。」 

※feel like～ingで、「～したい気がする。」 

※「～するみたいな感じー。（こっちはテストで書かないように。＾＾；）」 

※likeは前置詞。うしろにくるのは、動名詞だけ。＾＾ 

 

Q3. 以下の（     ）内の指示に従って、全文を書き換えなさい。 

1. It takes 2 hours from his house to the refrigerator. （下線部を問う文に。） 

How long does it take from his house to the refrigerator? 

※takeは「（時間が）かかる」という意味。 

※How long does it take～？ではじめてね。＾＾ 

「彼の家から冷蔵庫まで 2時間かかります。」 

 

2. As soon as he found his game, he cast a line to the point. （No soonerからはじめて。） 

No sooner had he found his game than he cast a line to the point. 

※元の文は、 

He had no sooner found his game than he cast a line to the point. 

(He had [ scarcely / hardly ] found his game [ before / when ] he cast a line to the point.) 

※「thanの前後で、時間的な差異はほとんどない。」って意味になる。 

※ここでいう gameは、「獲物」という意味。 

※No soonerって、比較級だから、than じゃないと×ね。 

「彼は獲物を見つけるやいなや、ポイントに（釣り餌のついた）糸を投げ入れた。」 

※「獲物を見つけるのと糸を投げ入れるのに時間的な差異はほとんどなかった。」 

※「獲物を見つけた」のが一瞬先。よって、こちら側が had+p.p.（大過去）になる。 

 

3. Were I a scholar, I could make him out.  (接続詞を補って。) 

If I were a scholar, I could make him out. 

※接続詞を抜かすと、倒置が起こる。＾＾（元の文。）補って考えてね。 

「私がもしも学者だったら、彼のことが理解できるだろう。」（そこまで意味不明。） 
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※make out。ここでは、(=understand)。 

4. Mary sent him an e-mail. （受動態の文に。） 

An e-mail was sent (to) him by Mary. 

※toは省略可能。forになるときは省略不可。 

ex.) A teddy bear was bought for her as a birthday present. 

「ぬいぐるみのクマさんを彼女はお誕生日プレゼントに買ってもらいました。」 

※forは、行先を表しているだけ。（到達できるかどうかはわからない。）：こっちは省略不可。 

※toは、確実に相手に到達しているイメージ。 

 

Q4. 以下の空欄の中の語句を並べ替えたときに、3番目と 6番目にくるものを記号で選びなさい。 

ただし、文頭に来る語も小文字にしてある。 

1. 5分待ってくれたら、ワインを一杯サービスするのに。 

[①would ②five minutes ③you ④another ⑤me ⑥serve ⑦wine ⑧make ⑨a glass of]. 

Another five minutes would make me serve you a glass of wine. 

①        ⑥ 

※手がかりは、me。これが確実に O（目的語）になる。＾＾ 

※動詞は、serveか makeのどちらか。 

※serve されるのは youなんだから、主節の動詞は makeになる。 

※無生物主語で持ってくればいいね。＾＾ 

 

2. どうやったら 3等分できるんだろう。 

[①three ②I ③into ④cut ⑤how ⑥can ⑦it]? 

How can I cut it into three? 

     ②    ③ 

   ※cut something into halfで「半分に切る」だから、cut something into threeで「3等分に切る」。 

 

3. エジプトのピラミッドに似たものが火星にもある。 

[①pyramids ②Mars ③has ④on ⑤some ⑥like ⑦Egypt ⑧it ⑨does ⑩the ones]. 

Mars has some pyramids (like the ones Egypt has) on it. 

            ⑤            ⑩ 

   ※like the ones Egypt hasは、some pyramidsを修飾する位置に。＾＾ 

 

Q5. 以下の英文を日本語に訳しなさい。 

1. Since I know where happiness lies, I often eat out every other Sunday. 

私は、幸せがどこにあるのかがわかっているので、隔週日曜日には外食します。 

※Sinceは、「～なので」。順接だよ。 
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※every other Sundayで、「ひとつとばしの日曜日おきに。」って感覚ね。 

 

2. All the audience didn’t stand up when he threw the last ball. 

彼が最後の一球を投げたとき、すべての観客が立ち上がったわけではなかった。 

※all + notのセットは、[部分否定]！ 

※つまり、「中には座ってる人もいた。」 

 

3. Some were cheering for joy; others were jumping on the chairs. 

喜びで歓声をあげている者もいれば、椅子の上で飛び上がっている者もいた。 

※Some～, others～は「～もいれば、～もいる」と訳すこと。＾＾ 

 

4. My turn has come.  I can dance with him for the first time in these three years. 

私の番がきた。この 3年間ではじめて彼と踊れる！ 

※できれば、女の子を主語にしてね。＾＾ もちろんね。 
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