Program 1 練習問題
1 次の各問いに答えよ。

【《tell(ask)＋人＋ to ～》の学習】

A. 次の各文を二重線の意味に注意して日本文になおせ。 (A・B・C)
(1) He told me to read this book.
(2) He asked me to join them.
B. 英作①

(A・B・C)

(1) 母は私に部屋を掃除するように言いました。
room, to, clean, told, mother, me, my, the

(2) 彼女は私に彼女のために腕時計を見つけてくれるように頼みました。
watch, asked, find, her, she, me, for, to, a

(3) 母は私に花に水をやるように言いました。
give, me, my, told, water, to, mother, the, some, flower

(4) 私は彼に明日の朝 6 時に起きてくれるように頼んだ。
up, him, six, to, asked, tomorrow, at, morning, get, I

C. 次の各文の内容が同じになるように、空所に適語を入れよ。(A・B・C)
(1)

I said to her, ''Study for two hours every day.''
I(

(2)

) her (

) for two hours every day.

)(

He said to me, ''Please play the guitar.''
He (

D. 英作②

) me (

)(

) the guitar.

(A・B)

(1) 私はケンにラジオをつけてくれるように頼んだ。 on, Ken, to, the, asked, radio, turn, I

(2) 先生は生徒たちにたくさんの本を読むように言った。

(3) メアリーにそれについて私たちにもっと話してくれるように頼みましょう。
to, ask, it, us, let's, Mary, about, tell, more
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(4) 父は私にもっと多くの本を読むように言った。
more, father, me, books, to, my, told, read

E. 英作③

(A)

(1) 彼に折り返し私に電話をくれる(call ～ back)ように言ってくれませんか。

(2) 弟は私に動物園(zoo)へ連れて行ってくれるように頼んだ。
the, him, brother, my, me, to, to, asked, zoo, take,

(3) 私の先生は私にもっと一生懸命勉強するように言いました。

2 次の各問いに答えよ。

【《want ＋人＋ to ～》の学習】

A. 次の 2 つ文を、意味の違いに注意して日本文になおせ。 (A・B・C)
I want to become an English teacher.

I want you to become an English teacher.

B. 英作①

(A・B・C)

(1) 私はあなたにこの手紙を私のために読んでもらいたい。
this, to, for, read, want, I, me, you, letter

(2) 私は彼にそこへ行ってもらいたい。
B. 英作①

(A・B)

(1) 彼は私に、私の旅行について話してもらいたがっている。

(2) ユキはあなたにいっしょに買い物に行ってもらいたいんです。

(3) あなたは私にどうしてもらいたいのですか。
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3 次の各問いに答えよ。

【《It is ～ for … to －》構文の学習】

A. 次の各文を、It で始まる文に書きなおし、訳せ。 (A・B・C)
(1) To play tennis is a lot of fun.

＊ a lot of fun …とても楽しい

(2) To read this book is easy.
(3) To make yakisoba is a lot of fun.

(4) To make rice ball is easy for me..

＊ rice ball … おにぎり

(5) To put on a kimono is not easy for me.

＊ put on ～…～を着る

B. 次の各組の単語を並べかえ、例にならって To ～から始まる英文にし、次にそれを It から始
まる文に書きなおせ。 (A・B・C)
【例】 テニスをすることは楽しい。
To play tennis is fun. Ý It is fun to play tennis.
(1) サイクリングに行くことはとても楽しい。

of, cycling, is, fun, go, lot, to, a

(2) そんなに早く起きるのは私にとって難しい。 so, hard, is, me, early, up, for, get, to

C. 英作①

(A・B・C)

(1) インターネットを利用するのは私にとってとても簡単です。
use, me, to, is, it, very, the Internet, for, easy

(2) E メールを送るのはビルにとって簡単です。
send, Bill, easy, is, to, an, for, it, e-mail
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(3) 毎日英語の練習をするのは、私たちにとって大切です。
important, practice, day, us, is, English, for, to, every, it

D. 英作②

(A・B)

(1) 英語の本を読むことは彼女にとってとても楽しかった。

(2) 『指輪物語(The Lord of the Rings)』を読むのは私にとってとてもおもしろかった。

(3) 英文法(English grammar)を学ぶのは私たちにとって必要だ(necessary)。

4 次の各問いに答えよ。

【接続詞 that の発展的用法】

A. 次の各文を訳せ。 (A・B・C)
I'm afraid (that) it will snow tonight.
(1)

I'm sure (that) you can do that.
I'm proud (that) my brother won the championship.
＊ proud …誇りに思う

championship …優勝

I'm glad (that) you like the present.
(1)

I'm sorry (that) he didn't pass the exam.

＊ pass …合格する

exam …試験

I'm surprised (that) Taro won first prize at the contest.

C. 英作①

(A・B)

(1) 明日は雨が降るんじゃないかな。

will, tomorrow, afraid, it, I'm, rain

(2) 今度の日曜日はきっと天気だよ。

sunny, sure, Sunday, be, will, I'm, it, next

(3) その知らせを聞いてとてもうれしい。

heard, glad, I, I'm, news, very, the

(4) 通りで彼女を見てとても驚いている。 street, her, surprised, saw, the, I, I'm, on, very
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D. 英作②

(A)

(1) 彼女は私のこと心配しているんじゃないかな。

(2) 彼女はきっと元気になるよ。
(3) 彼女が病気になってとても残念だ。
(4) 彼女が英語弁論大会(the English speech contest)で一位になって驚いている。

5 次の各問いに答えよ。

【Program1 の新出連語・重要表現】

A. 次の英文の空所に適語を入れよ。
(1) Japanese people often use (

(A・B・C)
)(

) food when they make bentos.

)(

日本人は、弁当を作るとき、さまざまな食料を使うことがしばしばだ。
(2) Where have you been ?

I've been (

) you for one hour.

)(

どこ行ってたの。 1 時間も待っているんだよ。
(3) We got tothe house (

)(

)(

).

私たちはこのようにしてその家に着いたのです。
(4) I (

)(

)(

) my knee.

)(

(5) How many books do you read in a week ?

(

あなたは 1 週間に何冊の本を読みますか。
(6) This book was written (

私はヒザが痛い。
)(

) five.

少なくとも 5 冊です。
) two hundred years ago.

)(

この本は 200 年以上前に書かれたものです。
(7) (

) three books.

)(

(8) We talked with (

ここに 3 冊の本があります。
) about the trouble.

)(

私たちはその問題についてお互いに語り合った。
(9) ''I think I (

)(

「熱があるみたい。」

)(

).''

''OK. I'll call a doctor (

)(

「わかった。今すぐ医者を呼びにやるよ。」

(10) Hot lunches from home are delivered to schools or workplaces (

)(

家庭からのあったかい弁当が学校や職場に間違いなく(確実に)届けられるのです。
(11) Ekibens have local food, (

)(

) Kobe beef and oysters from Hiroshima.

駅弁には神戸牛とか広島のカキのような地元の食べ物が入っているのです。
(12) (

)(

)(

).''

) try a local lunch when you travel abroad ?

海外旅行したときは、地元の昼食を食べてみたらどうですか。
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).

B. 日本訳

(A・B・C)

(1) or の 2 つの意味を確認しよう。
「それとも」

Which do you like better, summer or winter ?

「つまり、すなわち」

This is a Kyara-ben, or a charachter bento.

(2) 会話表現の決まり文句を覚えよう。
Sounds fantastic.
that many ?
C. 英作① (A・B・C)
(1) 今すぐ寝なさい。
(2) ここに 1 個の(a piece of ～)ケーキと 1 杯の(a cup of ～)のコーヒーがあります。

D. 英作B

(A・B)

(1) ここには少なくとも 200 冊以上の本があります。

(2) 私たちは地球を救うために、お互いに助け合わなければならない。
other, to, to, the, we, save, each, have, earth, help
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次の各語で、最も強く発音する音節を○でかこめ。【アクセント問題】

(A・B・C)

(1) available

……… a-vail-able

(2) deliver

……… de-li-ver

(3) oyster

……… oys-ter

(4) nutrition

……… nu-tri-tion

(5) without

……… with-out

(6) abroad

……… ab-road

(7) local

……… lo-cal

(8) professional ……… pro-fes-sion-al

(9) publish

……… pub-lish

(10) fantastic

……… fan-tas-tic

(11) afraid

……… af-raid

(12) blossom

……… blos-som

(13) variety

……… va-ri-e-ty

(14) medicine

……… me-di-cine

(15) topic

……… to-pic

(16) different

……… dif-fer-ent

(17) develop

……… de-ve-lop

(18) stomachache ……… sto-mach-ache

(19) relay

……… re-lay

(20) instrumnt
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……… in-stru-ment

