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□ 語句選択問題

到」倒到
次の日本文の意味を英語で表すには( )内にどんな語を入れたらよいか,最 も適当な

ものを 1～ 4か ら選びなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.186)

(1)本 は友人みたいなものである。

A bOOk can be(     )to a friend.

1.alike                2.apparent

3.compared            4.liable

もう雨にはあきあきした。

We have had(     )of rain.

1` al1                  2.enough

3.much                 4.worlds

年のわ りには トムはよくやった。

Tom did well(   )his age.

1.ad1litting            2,considering

3.ignoring             4.surpassing

かわいそうにきみはひ どく疲れているようだ。

You're looking terribly tired,IIIy (     )thing.

1.pOOr                2.sad

3. slnal1                   4. sorry

( 5 )話題を変えたらどうだろう。

(     )we change the subject.

1.Call 2.Let

3.Provide              4.Suppose

写真でその人がだれか特定で きますか。

Can you (     )the man by his picture P

l.assume               2.feature

3.identify              4.imagine

ワ

々

つ
θ

４

６

(日本大一理工)
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次の(1)～(6)の日本文に合 う英文 を完成 させ るには,そ れぞれの英文の空所 にどの よ う

な語句 を入れればよいか。最 も適切 な もの をA～ Eか ら選びな さい。

(解答 ・解説は別冊のp.186)

(1)信 じがたいことかもしれないけれど,彼 は本当にプロ野球選手になった。

You may think it difficult to believe,but he(     )become a professional

baseball player.

A.no doubt      B.really        C.did

D.in fact       E.ever

(2)彼 女 は父親が戦死 した とい う知 らせ を受 け取 っていたので,戸 口に父の姿 を見て

驚いた。

She was so surprised at the(     )of her father at the door because she had

received the news that he was kllled during the war.

A.seeing         B. scene         C, scenery

D o sight E.vls10n

( 3 ) こ んなひ とけのない ところでいったい何 をしているの P

What(     )are you dOing in such a lonely place?

A.by no means   B.by far C.on earth

D t in itself E.in the end

他)成 田空港で私 は偶然旧友 と出会 った。

A t  N a r i t a  A i r p o r t , I (   ) i n t O  a n  o l d  f r i e n d  o f  m i n e .

B . f e l l

E.got

(動 彼はいつも約束の時間に正確で,私 が 1分 でも遅れると許 して くれない。

He is always punctual for appointinents and never(     )Ine fOr being even

a rrlinute late.

A.allows       B.perlmits      C,lets

D.forgives      E.adllrlits

( 6 )私の時計はとても高価だけれど,狂 うことがある。

在ヽy watch was very expensive,but it sometilnes fails to(     )good tiIIle.

A.have B_galn

A.met

De ran

C.cattle

D.make       E.keep

C.set

(甲南大一経済)



次の(1)～(7)までの英文について,そ れぞれ対応する日本文の意味を表すように空所に

最 も適する語句をa～ dか ら選びなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.186)

(1)そ れは彼が説明に困っている事柄であり,ま して,理 解するなど無理な事柄であった。

That was something he was at a loss to explain,( )understand.

２

車 2台 用のガレージが,家 の右側 にあった。

A two―car garage was(     )the right of the house.

a.across      b.from       C.next        d.to

彼 はもっと注意 をしていなかった自分 に腹が立 った。

He was irritated at himself( )not having been mOre careful.

a. much less

C.no less than

ao came

C.presented

a.against

C,On

a.Being

C. Unable

a.avall

C. result

b.Inuch more

d.no more than

b.for

do with

b.handed

d.put

b.for

d.withOut

b.Not

d.Without

b.effort

d.valn

９
Ｊ

a.against

C.in spite of

惚)彼 女がその完璧な解決案を提示した。

She( )up with the perfect solutiOn.

(5)彼 女は,助 けを求めて叫ぼうと思ったが,や めることにした。

She thought about screanling for help,but decided (     )it.

脩)自 分を制御できなくなり,彼 女はわっと泣 きだした。

(     )to contrOl herself,she broke into tears.

仔)彼 はそれに対 して厳格な措置を講 じたが,効 果なかった。

He adopted stern measures against it but to no(     ).

(高崎経大)
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次の日本文の意味を英語で表すには( )内にどんな語を入れたらよいか。最も適当な

ものを1～ 4か ら選びなさい。            (解答・解説は別冊のp.187)

(1)ぼ くは本気で言っているのだ。

I(    )what l say.

1.mean      2.Inind       3.speak      4.utter

修)彼 は真相 を聞かされなかった。

He wasn't(   )the truth.

1.heard      2.opened     3.suggested   4.told

( 3 )ベ ンは,ど ちらか といえば,分 別のある男だ。

Ben,if(    ),is a sensible lnan.

1.anything    2.ever       3.only       4. possible

惚)彼 は反発 したい という気 になったが,思 い直 してやめた。

He was tempted to retort,but thought(     )of it.

1.better      2.highly      3.less        4.nothing

(51 これ こそ私が捜 し求めていた ものです。

This is the(     )thing l have been searching for.

1.due        2.flat        3.ful1        4.very

16)「新年おめで とうございます。」

“
I (   ) y O u  a  h a p p y  N e w  Y e a r , ル

1.give        2.hope       3.pray       4.wish

( 7 ) こ こに駐車 してはいけません。

You are not(     )to park here.

1.desired     2. IIlade       3.required    4.supposed

(以上,日本大一理工)

(8)ク ラブの規則を破ってばかりいると,除 名されるぞ。

If you keep breaking the club rules,you'1l get(     )Out.

1.named     2.nonlinated  3,put        4.thrown

( 9 ) 私はここで働 くのはもううんざりだ。

I'm (     )up、 vith、vorking here.

1.eaten       2.fed         3.tied        4.tired

(以上,中 央大―法)



８

次の英文の空所に,そ れぞれの文の下に与えられた171～lllから最も適当な 1語 を選ん

で入れ,全 文の意味が日本文の意味になるようにしなさい。(解答 ・解説は別冊のp.187)

(1)こ の歌は私に古き良き時代を思い出させる。

This sOng (     )me of the good Old days.

171 considers  竹)recalls    lpl remembers l‐l relminds

(2)向 こうへ着いたらす ぐに一
筆便 りを頼む。

Drop me a(     )as soon as you get there.

171 card       竹) letter      lpl line        l■l pen

( 3 )ド アのノブが取れてしまった。

The door‐knOb came(     ).

171 off        竹) broken     lpl out        l‐l part

(4)彼 のことは無視 していなさい。

Don't take any(   )Of him.

l~/1 advantage  竹) care       lpl nOtice     l■l nOtion

15)ま だ電話 を切 らないで ください。

Don't hang (     )just yet.

171 by        竹) down      lp1 0n        l‐l up

(6)き みはその悪い くせをな くさなければいけない。

YOu must get(     )of that bad habit.

1/1 ahead     竹) brOken     lpl lost       l■l rid

(の 彼 らは賄賂を受け取ることを何 とも思っていない。

They are not(     )taking bribes.

171 above      竹) ashamed   lpl concerned  l■l thinking

僧)類 は友を呼ぶ。

Birds of a(     )flock tOgether.

働  feather    竹) friend     lpl group      l■l sky

(91 すぐに結論に飛びついてはいけない。

You must notjump(   )conclusiOns.

1/1 off        lrf) on        lpl to         口  up

(学習院大一経済)
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次の 日本文に相当する英文を作 るには,空 所にどんな語を補 えばよいか。最 も適切な

ものを 1～ 4か ら選びなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.187)

(1)私 はそんなばかではないと,内 心得意に思っている。

I(     )Inyself that l am not such a fool.

1. consider    2. flatter      3. pride       4. respect

(2)彼 らは万事昔風だ。

They (     )to Old customs in everything.

1. belong     2. follow      3. stay       4. stick

( 3 ) 彼女 は服装 にうるさい。

She is(    )about What she wears.

1.delicate     2. noisy       3. particular   4. troublesome

(中央大一法)

次の(1)～(5)の英文の空所に,そ れぞれの文の下に与えられた171～lllから最 も適当な語

を選びなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.188)

(1)時 速100マイルで車 を運転するのはとても度胸がいる。

It takes plenty of(     )to driVe at a speed of 100 Hliles an hour.

171 1nanner    竹) nerve      lpl power     口  purpOSe

(2)彼 はおもしろい笑い話をた くさん知っている。

Hc has a(     )of g00d jokes.

岡  culture     1/F) knowledge lpl store      停⇒ topic

(働 悪天候にもかかわらず彼は元気だった。

He was in high(     )in spite of the bad weather.

171 courage    竹) heart      lpl 1lind      口  spiritS

(4)私 は幸いにもその弁論大会で優勝 した。

I had the(     )to win the first prize in the speech contest.

閉  victory     竹) fortune     lpl happiness  口  champlonship

6)若 い女性たちの前でそんなことを話してはいけない。

Don't talk about such a thing in the(     )of young ladies.

閉  face       竹) frOnt       lpl head       l■l presence

(学習院大一文)



□ す呈雪顧言糧操暑言RF坤
るよ先空加雌入れ

潜ノ昂需】『&)
花子 : ときどき,フ ランス料理が恋しくなるわ。

太郎 : この近 くに,う まいフランス料理店があるんだ。いつか行 こうね。

花子 : 今夜行 きましょうよ。

太郎 : いや,今 夜はだめだよ。前もって予約する必要があるんだ。すごい人気の店でね。

それに,高 いんだ。今は一文なしなんだよ。

花子 : 私 もよ。ねえ, 2人 でお金ためて,来 週行 きましょうよ。

太郎 : いいよ。でも,ど うやってためるんだい。

花子 : 今週はずっと,夕 食ぬきでいくのよ。

太郎 : 毎日 ? 気が進まないなあ。

花子 : それじゃ, 1日 おきにしましょ。

(  1  )I get hungry for French food.

There's a good French restaurant near here. Let's go there(  2  ).

(  3  ).

No, not tonight, You have to make reservations (  4  ). It's a

very popular placec  Besides,it's expensive. And (  5  ) now.

(  6  ). Let's(  7  )our rnoney and go next week.

Okay.But how can we do thatP

We could(  8  )supper during the coェling week.

Do you mean every dayP I don't(  9  )that.

HanakO  : WVell,then,let's lnake it( lo )。

(1)ア .Every now and then     ィ.On and on

ウ_For the time being       工.For some while

Hanako

TarO

Hanak0

Taro

Hanako

Taro

Hanako

Taro

(2)ア _sometimes

ウ. before long

(4)ア
′.to begin with

ウ.ln advance

イ.soHletilne

工.in the long run

イ.in the beginning

工.to advance

(3) フア.Why nOt tonightP

イ.What if we gO tOnightP

ウ。We could have gone tonight,could、ve P

工. Would you lnind our going tonight?
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(5)ア .I'm brOke

ウ.I'Hl nothing

(6)ア .Neither l am.

ゥ.So l am.

(7)ア .raiSe

ウ.deposit

(8)ア .get away from

ウ.get rid of

(9)ア .feel up to

ゥ,feel out of

lllll ア. once every day

イ.I'In out

ェ.I'm worthless

イ.Neither am I.

ェ. So am I.

イ.collect

工 .save

イ.do without

工.take out

ィ.feel llking

ェ.feel with

イ.once the other day

ウ.every another day        工.every other day (関西大―工)

次の英文が完成するように下の欄から適当な 1語 を選び,必 要に応 じて語形をかえ,

( )内に入れなさい。同 じ語を 2度 使 つてはならない。 (解答 ・解説は別冊の p.189)

( 1 )あの子はどうしてぐれちゃったんだい。いい子だつたのに。

WVhy did he go(     )P Hc had been such a good boy.

(2)悪 いけど,こ の写真はピンボケだね。

Sorry,but this picture is out of(     ).

(31 彼にはずいぶん手こずった。

He gave me a lot of(   ).

(4)彼 はいつも知ったかぶりをしているが,実 は何 も知 らないんだ。

He always(     )to knOw all the(     ),but he knows nothing.

( 5 )きみはどうしてぼくのことをそんなに目のかたきにするんだい P

Why are you (     )me(     )an enemyP

1翻
釘

艦le継岳ng 
Ⅳ的dl

(青山学院大一外)



２

岡］ぃ
Ｙ

発 展 問 題
次の対話文(1)～(4)と同じ意味になる英文を完成 させるために,空 所に入れるのに最も

適当な組み合わせをそれぞれ語群ア～工から選びなさい。 (解答 ・解説は別冊のp。189)

: あなたはいつ卒業するの ?

: もし何 もかもうまくいけば,来 年 3月 には卒業するはずだけど,困 ったことに,

父のぐあいがあまりよくなくて,あ まり頼 りにならないんだ。それで,ぼ くは自

力でお金をもうけなければならないのさ。

:  When are you going tO graduate P

:  If everything (  a  )well,I should be graduating in酌宝arch next year.

But(  b  )my father isn't too、vell,and l can't(  c  )on hiln tOO

m u c h , ( d ) I  m u s t  m a k e  s o m e  m o n e y  O n  m y  o w n .

Ｘ

　

Ｙ

(2)X

Y

X

X

Y

X

ア.

ア.(a)shall be

(C) count

イ。(a)goes

(C) count

ウ。(a) should be

(C) rely

工。(a) be

(C) depend

(b) unfortunately

(d) that is

(b) the thing is

(d) which lmeans

(b) in trouble

(d) so l mean

(b) the trouble is

(d) that's how

(b) for it

(d) who

(f) yen

(b) for it

(d)God

(f)me

: すてきな日本映画を見たくない P

: とても見たいんだけど,文 なしなんだ。

: おごってあげるわよ。私だっていつ文なしになるかわかったもんじゃないわ。

:  (  a  )to see a great Japanese mOvie P

:  I have a yen(  b  ),but nO yen,

:  I'1l treat you。 (  c  ),(  d  )knOws,(  e  )Inay run out of(  f  )

someday.

(a)How would you like

(C) After all

( e ) I

(a) Would you like

(C) At least

(e) yen

イ
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ウ。(a)How would you care    (b)to that

(c) At iast                 (d) everyone

(e) Inoney                  (f) me

工。(a) Would you want        (b) to One

(c)Anyhow           (d)Heaven

(e) my pursc                (f) money

(3)X: どうも行き詰まったようですね。どちらかが折れなければならない。

Y: もしあなたがその気なら,私 は五十歩ゆずりますよ。

X: そうこなくちゃ。はじめからそうすればよかったんだ。

x:  It looks (  a  )we (  b  )an ilnpasse. Either you or l have to

(  c  ).

Y:  I'1l meet you halfway if you're willing,

X:  (  d  )。 WVe should(  e  )1lke that.

ア.(a) as if           (b) arrive          (C) give up

(d) That's an idea  (e) begin with

イ。(a) like            (b) have reached    (C) give

(d) That's the spirit (e) have Started off

ウ。(a) like            (b) reached        (C) quit

(d) That's it       (e) have begun

工。(a) as though      (b) have arrived    (C) give

(d) That's the ideal (e) start off

(4)X: めそめそするのはやめてくれないか。すんだことだ。

Y: それでは新しい帽子を買つてくださる ?

X: Will you( a )P( b ).

Y: ( c )a new hat,then?

ア.(a) quit whining         (b) What's done is what's done

(C) Will you give me

イ。(a) quit crying          (b) What happened has finished

(C) Would you buy me

ウ.(a) stop to、vhine        (b) Everything has ended

(C) Will you get lne

工.(a) stop whining         (b) What's done is done

(C)Will you buy me                        (関西大一経済)



４ヱ

次の日本文と同じ意味になるように,下 記の英文の空所ア ・イを補い,文 を完成 しな

さい。ただし,空 所イには下記の 1～ 5か ら1つ選びなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.189)

今 日ほどた くさんの 「新宗教」が見 られる時代 はない。 しか しその背景が′いの豊かさを求

める人々の切実な気持ちにあるのか,不 安か ら生ずる依頼心にあるのか,い まひ とつはっき

りしない。

No   ア   Inore``New Religions''than now. It is not all that clear,how‐

spiritual richness,orever,whether the phenOmenon has arisen frona the   イ

silnply from an unease、 vhich causes people to depend on religious solutions.

1.real search tO

3. serious chase of

5.strong wish of

2. very wish to

4. sincere pursuit of

次の日本文に相当する英文になるように空所171と0を 補いなさい。側については下記

の a～dか ら最も適当なものを選び,0に ついては答えを記入 しなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.189)

日本 は新聞の国であると同時に多種多様の内容の膨大な数の雑誌が毎年発行 されています。

そのために,日 本人 は大変情報通ですが,情 報過多に陥る危険 もあるのです。

Japan is a land of newspapers,and at the same tirne it is a land where a huge

number Of rnagazines(  ア )are published every yearo  So the Japanese are very

well‐informed,but( ィ ).

1/1  a.of a kind Of substances

b. on a species of qualities

C. in a type of matters

d. 、vith a variety of contents

(立教大一法)

(関西学院大―経済)
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次の(1)～(3)の日本文について, 1～ 3の 英文が指定の 日本文の意味になるように,そ

れぞれの空所に最 も適切な語をア～ケの語群から選びなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.190)

(1)私 はこの写真を見ると,必 ずあの楽しかつた時代を思い出す。

1.I cannot look at this picture( A )being renlinded (  B  )those happy

days.

2.This picture( C )falls( D )bring back to lne the lnemories of those

happy days.

3.Those happy days live again(  E  )Iny lnemory(  F  )I see this picture.

ア.with    イ.in      ウ.never   工.of      オ.Without

力`wheneverキ .on      ク.tO      ケ.those

(2)そ ういうわけで,少 年たちはこの町から姿を消した。

1.That is( A )the boys have( B )this town.

2.It is( C )this reason( D )we do not See the boysin this town( E )

ltrlore,

3.This led to the( F )of the boys( G )this town.

ア.any     イ.disappearance   ウ.because  工.for      オ.why

力.that    キ.frOm ク.left    ケ.on

G)そ んなに急 ぐ必要はない。万一間に合わなければ,次 の汽車にしてもよい。

1.You don't need to be so hasty. If you happen to(  A )the train,you can

(  B  )the next one.

2.You don't have to be in such a(  C  ). If you are(  D  )for the train,

you can catch the next one.

3.You don't need to be so (  E  ). In (  F  )you don't make (  G  ),

there's al、vays another train.

ア.hurried  イ,case     ウ.late     工.fail     オ.behind

力.take   キ.miss   ク.it     ケ.hurry         (法政大―社)



ヱび

□ 文選択問題

ヨ」回ヨ
□  

次の 日本語の内容に最 も近い英文を下のア～工から選びなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.190)

(1)も しそれが現状ならば,仕 方がないね。

ア. If such is the case,you had better abandon yourself.

イ.If that is the positiOn,you can't help it.

ウ, If that is the way it happens,you should keep up.

ェ.If that is the way it is,you've got to live with it.

( 2 )写真に撮 られたことはおぼえていないが,髪 型 といい,太 い縞のTシ ャツとショー トパ

ンツといい,た しかにあのとき私はこんなかっこうをしていた。

ア. I don't remember having lny picture taken,butit was not a nlistake to wear

the hairstyle and the、vide―striped′r―shirt and shOrts.

イ.I don't remember that the camera clicked and l could not be Hlistaken for

someone else without the hairstyle and the、vide―striped T―shirt and shorts.

ウ. I don't remember that l clicked the shutter,but there is no lnistake about the

hairstyle or the wide―striped T,shirt and shOrts,

工.I don't remember the click Of the camera, but there is no nlistaking the

hairstyle,or the wide―striped′T―shirt and shorts.             (成城大一文芸)

次の日本文(1)～(5)の下に与えられた英語171～0に は,そ れぞれ誤つたものが 1つずつ

ある。それを選びなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.191)

(1)ロ ンドンの人口はどれ くらいですか。

171 What is the populatiOn of London P

竹) How many populatiOn has LondOn P

lrpl How lnany inhabitants dOes London have?

修)彼 は私 と同じ店に勤めている。

l~/1 He wOrksin the same shop that I.

1/f)He wOrksin the same shop as I.

lpl He works in the same shop that l dO.

( 3 )私はおじさんにフランス語を教わった。

l~/1 1 studied French under my uncle.



竹)I was taught French from my uncle.

lpl l learned French fronュIny uncle.

( 4 )彼女は息子を自慢 している。

171 She is proud in her sOn.

1/f) She has a pride in her son.

lrpl She prides herself on her son.

( 5 )き みはそれをどう考 えますか。

l~/1 What is your opinion of itP

1/f) What do you think of itP

lpl What、 vould you like itP
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(学習院大一法)

図  
次の日本文の内容に最も近い英文を下の171～lllから選びなさい。

(解答 ,解説は別冊の p。191)

10年 もたてば,き っと日本で もこの種の音楽の人気が高 まり,多 く,の演奏家が生 まれてい

ることでしょう。 このコンサー トを見てもわかる通 り,す でに聴衆の間では大変な人気です。

171 0ver ten years,surely in Japan too,this kind of lnusic's popularity heightens,

and lnany players would be raised. You know by looking at this concert how

popular it is already among audiences.

竹) With ten years passing,Japan is sure to enJoy this kind Of lnusic much and a

lot of rnusicians will be born. As you understand when you see this concert,the

music is already well‐reputed among audiences.

lpl ln ten years'tilne,I'n■sure that we'1l see this kind of lnusic very popular also

in Japan,with a lot of players appearing.  It's already popular with audiences,

as this concert has shown.

l_・l lf ten years have passed,it never fails that the popularity of this kind of rnusic

will be heightened in Japan,with performers popping up. This concert shows it

has appreciated great applause among audiences. (成城大一経済)



８

下記の文章では,英 文の一部が 日本語に置 きかえられている。(1)～(5)の日本語に対応

する英文 として,下 記の とおり,(1)～(5)の英文が与えられている。本文中の(1)～(5)の

日本語に最 も適切に対応する英文を作)～佃)から選びなさい。(解答 ・解説は別冊の p.191)

Some people still seenl to believe that,、vith enough econonlic development,

everybody can be rich. Is this possible P What is``rich''P

You can learn something abOut this by looking up the word in the Oxford

English Dictionary(OED)。 〔(1)OEDは 言葉力ゞどのように使われてきたかという歴史を

記している。〕 It tells us that the word“ rich"came from the Latin word夕 1筋,or
“king.''  Its oldest definition,nOw obsolete,、vas``powerful,Inighty,noble,great,''

To be rich originally lneant to have the kind Of power a king has. 〔(2)むろん, 王

の力は臣民の無力さの上になりたつ。〕If they all become kings,then nobody is a king.

Later the word``richルchanged.  It came to lnean the particular kind of power

you have over people by having more money than they do. 〔(3)richヤま, 単にデこく

さんのお金を持っているという意味ではない。〕 It means you have more money than

others.〔(4)だれかが金持ちであるために,他 の人が貧乏であらねばならない。〕 Just as

the king's power comes froIIl his subjects,so the rich person's richness comes from

the poor.

There is another word in English,“prosperity." It comes from the Latin

words少匂 ψ夕々 ,“according to hope." は51もともとは望みのものを手に入れるという

意味だった。〕 So,we can prosper without being rich.It depends on what we hope.

(1) (a) The OEE)gives us the history of how wOrds have been used.

(b) The OEE)gives us about the historical development of how we have used

words,

(C)The OED writes us how we have used in the history.

(d) 
′
rhe oED tells us about the history that how words have been used.

(2) (a)'Of Course,the power of a king stands for his powerless subjects.

(b)Of course,the power of a king is derived frolm his objective powerlessness.

(C) C)f course, the power of a king depends on the powerlessness of his

subjects.

(d) Of course,the power of a king deserves his po、verless objects.

(3) (a) 
``Richル

doesn't only mean you don't have a lot of rnoney.

(b) 
``Rich''dOes 

silnply mean you don't have a lot of rnoney.

(C) 
``Rich''doesn'tjust 

lnean you have a lot of money.

(d) 
``Rich''doesn't 

mean you silnply have a lot of lnoney.
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(4) (a) For somebody has to be rich,somebody else gets poor.

(b) For somebody to be rich,somebody else has to be poor.

(c) For somebody else is poor,somebody becomes rich.

(d) For somebody else to be rich,somebody has to get being poor.

(5) (a) It Originally meant getting what you hope for.

(b) It originally meant all the things you want to get.

(C) It originally meant you can get what you、 vant.

(d)It originally lneant what you get is what you want for.     (山形大―医)



郷

発 展 問 題
次の日本文の英訳 として最 も適当なものを,そ れぞれ(a)～佃)から選びなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.192)

(1)彼 女が服を脱 ぎ始めたとき, ドアをノックする音がした。

(a) When she began to take Off her c10th,there、vas the sOund of a knOck at the

door.

(b) Just as she began to undress,there was a knock at the dOOr.

(C) No sooner had she begun tO undress that she heard someone knocking at her

door,

(d) There was a sound of a dOOr knocking at the tilne of her starting to undress.

( 2 )父 は明日,あ なたからのお電話をお待ちしています。

(a) Father、vaits your call tomorrow.

(b) Father is a、vaiting your telephone tomorrow.

(C) 単Iy Father is expecting you to phone hiln tomorrow.

(d) TomOrrOw lny father awaits for a call from you.

G)こ の地方では多数の子供たちが餓死している。

(a) A great number of the children of this region are fanlining.

(b) In this region many children starving to death.

(C) Attany children of this regiOn are dying of hunger.

(d) In this part of the country many children are so hungry to die.

惚)父 が死んだという知らせを受けて,彼 女は病気になった。

(a) She fell ill when she received the news that her father had died.

(b) WVhen she got、vord that her father dead,she became sick.

(C) On hearing her father's death,she turned ill.

(d) She sickened when she got the ne、vs Of her father's death.

6)仕 事を翌日にまわしてはいけない。

(a) Work Ought not tO be passed on to the next day.

(b) Don't put Off yOur work until tOmOrrOw.

(C) You shOuldn't turn what yOu have tO dO to the f0110wing day.

(d) Never postpone that you should do to the next day.

( 6 )あ とになって自分が何をするのか,よ く考えなさい。

(a) What you、vill dO after you should think about carefully.

(b) Think Over carefully that yOu do later On.
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(C) Think well what you should dO in future.

(d) Consider carefully what yOu will do later on.

( 7 ) ちょっと休憩したら,わ れわれの討論を続けることにしよう。

(a) Let's continue our discussion after a shOrt break.

(b) After resting little,we will continuc Our discussion.

(C) Let us go on our discussion after we rest a fe、v■linutes.

(d) Our discussiOn will take up again from a little rest.

(8)案 内人のあとについて行 きなさい。あなたがたに説明して くれるはずです。

(a) Continue after the guide.  He is the one that will explain tO you.

(b) Follow after the leader. He will dO explanatiOn.

(C) Go after the leader.  He should explain tO you.

(d) Fol10w the guide.  He'1l explain everything tO you.

( 9 ) あなたがここにやって くるほうがよいだろう。

(a) I prefer that yOu to come here.

(b) It's good Of you to cOme here.

(C) It's better that you come here.

(d) Your conling here wOuld be good。                         (」L智大―法)



□ 部分整序問題

到」劇ヨ
次の(1)～(5)について,日 本文 と同 じ意味になるように,そ れぞれの( )内のア～力の

語(句)を並べたとき, 2番 目と4番 目になる語を選びなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.193)

オ.you 力.Of)?

ォ.the accident 力.has).

difficult 力.change) the

2 .  e ― c ― d ― b 一 f 一 a

4 .  e 一 b ― C ― d ― f 一 a

２

メアリーはどうなったと思いますか。

What(ア .became イ.M脇 ry ウ.think 工.do

私が遅れたのはその事故 と全然関係ありません。

A/1y delay(ア .nOthing イ.do ウ.with 工.to

彼に計画を変えさせるのは大変だった。

I found (ア.him ィ.to ウ.make 工.it ォ.

つ
Ｊ

plan.

(4)あ なたに助 けてもらったおかげで,そ の仕事 をや り終えました。

Your help(ア .the work イ.to ウ.done ェ.get オ.me 力.enabled).

(5)彼 女が英語をしゃべるのを,め ったに聞いたことがありません。

Hardly(ア .her ィ.English ウ.I ェ.speak オ.heard 力.have).

(国学院大―経済)

次の( )内の語(句)を並べかえて,日 本文の内容に相当する英文を作 るには,ど うい

う順序で並べるのが適当か。番号で答えなさい。 
/ 

 (解答 ・解説は別冊の p.193)

( 1 )わたしの友人は,や りたい仕事を見つけるのに手間どった。

It(a.he   b.Iny friend   C. a long tilne   d.to ee t00k

f.find the job)wanted.

1 .  e ― b ― f ― d ― C ― a

3 .  e ― c 一 f ― d ― b 一 a

(2)制 服は,あ る人が特定の組織の一員であることを表す。

Uniforms(a.a member  b.as  l.of  d.the individual

e.identify    ft a certain)organization.

1 .  e ― f ― a ― c ― b 一 d      2 .  e 一 a ― b ― f ―d 一 C

3 .  e 一 d 一 b 一 a 一 c ― f      4 .  e ― d ― C ― a ― b 一 f       ( 中 央 大 商 )
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次の日本文に合 うよう,英 文のそれぞれの空所に下に与えられた語句(a)～(g)を入れて,

英文を完成 しなさい。ただ し,解 答はそれぞれ指定 された空所(A),(B),(C)にはいる語

句の順序 を正 しく示 しているものを,ア ～オから 1つ ずつ選びなさい。なお,同 じも

のを繰 り返 し選んではならない。 (解答 ・解説は別冊の p.193)

ア。 (b)二(d)一(a)     ィ.(b)一(g)一(C)     ウ。 (C)―(a)一(e)

工。 (C)一(b)一(a)   ォ。 (g)一(b)一(d)

(1 )こ れらの山に慣れている人々でさえ,こ うした天候では道に迷うことがよくある。

Even people fanllliar with these mountains often ( A )(    )(    )

( B ) (  ) (  ) ( C ) .

(a) i五         (b) like       (C) lose       (d) their

(e) this       (f) way       (g) weather

(2)助 けを求めている私の声を彼に聞かせるのに苦労した。

I ( A ) (  ) (  ) ( B ) (  ) (  ) ( C ) f O r  h e l p .

(a) calling     (b) had       (C) hear      (d) hiln

(e) making    (f) me        (g) trouble

( 3 ) とうとう私は何週間も絶えてなかったような深い眠 りにおちた。

At last l fell into a deep sleep ( A )(    )(    )( B )(    )

(    )( C )Wecks.

1(a) as        (b) had       (C) I         (d) in

(e) known     (f) nOt       (g) Such

( 4 ) そのよい匂いは台所からにおってきているようだった。

T h e  k i t c h e n  w a s ( A ) (  ) (  ) ( B ) (  ) (  ) ( C ) .

(a) fronl      (b) to         (C) Where     (d) Conling

(e) seemed     (f) be         (g) the SWeet smell

( 5 )私たちに深い印象を与えたもののほうが,そ うでないものより心によみがえってきやす

い 。

Things that have made a deep impression on us come back to nlind( A )

(  ) (  ) ( B ) (  ) (  ) ( C ) .

(a) do        (b) mOre      (C) not       (d) readily

(e) than       (f) that       (g) things                  (近畿大―商経)
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次の日本文に相当する英文を作るためには,( )内のどの語をどのように並べかえれ

ばよいか。 3番 目と6番 目にくる単語の記号を書きなさい。(解答 ・解説は別冊のp.193)

(1)昔 は,ラ ジオを聞 くととても大事なことを知ることができると思ったものだ。

I used to believe we cOuld(ア .important  イ.learn  ウ.to  ェ.frolm

オ.something  力.very  キ.listening)the radio,

(2)結 局,人 を外見で半J断しようとしてもしようがない。

Consequently it is(ア.use   ィ.to   ウ.judgrttnts   ェ.people

ォ.about  力.IIlake  キ.trying  ク.Ettch  ケ.not)on the basis of

their appearances.

(3)一 般に,テ ープレコーダーで自分自身の声を聞 くとたいていの人はいやになる。

In general,(ア .we  イ.voices  ウ.our  ェ.us  オ.few

力.hear  キ.when  ク.like  ケ.own  コ.of)thelm On a tape

recorder.

(4)70年代はじめ,若 者の間で狩猟用ブーツがはやった。

During (ア.the   イ.popular   ゥ.it   ェ.early   ォ.seventies   力.

people   キ.among   ク.became   ケ.young)to wear hunting boots.

6)高 齢者人口がどんどん増えるから,彼 らに仕事の機会を与えることが大切である。

As the pOpulation of older people continues to gro覇ら(ア.good   イ.work

ウ.therl   ェ.Opportunity   ォ.giving   力.to   キ.an   ク.makes

ケ.sense).

脩)チ ューリッヒはロンドンに次 ぐ世界第 2位 の金市場である。

Zurich is the(ァ .market   ィ.the   ゥ.largest   工.gold

オ.second  力.in  キ。world  ク.after)London,     (専修大一経済)

次の(1)～(5)の英文について,日 本文 と同 じ意味になるように,(

ア～オから適当な 1語 を選びなさい。         (解答

(1)彼 女は大変迷惑をかけるが,そ れでも好 きだ。

She gives lne a lot of trouble but 1 love her(  a  )(  b

ア.well イ.sarlle    ウ.all      ェ.as

(2)彼 は,今 着ているいっちょうらしか持っていない。

He has no(  a  )suits(  b  )(  c  )(  d  )he is in

)に,そ れぞれ下の

解説は丹Jfttα)p。194)

) (  c  ) .

ォ.the

now.
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ウ.other    ェ.his     オ.thanア_like     イ.best

( 3 )こ の夏は森の中でキャンプをしてみないか。

Why( a )( b )(  c  )( d )in the wood this sumHler?

ウ.don't    工.mind    オ.outア.camp     イ.you

“)彼 女 は眼をうるませて,そ こにじっとすわっていた。

d  )tears.( a ) ( b ) ( c ) (She sat there silently,

ゥ.in      ェ.with    ォ.eyesア.full     ィ.her

(5)彼 女 は日本を去って二度 と帰国することはなかった。

She left Japan (  a  )(  b  )(  c  )(  d  )agaln.

ア.home     イ.and      ウ.return    工.never     オ.to

(国学院大一文)

次の日本語の会話を

く並べかえて意味が

A: ゴッホの有名な絵 を

れて,一 緒に焼いて く

B: 人間がそんなに無神

A: まった く世界中をあ

永遠の生命 を与えるこ

B: もしゴッホが生 きて

A: だれよりも彼がその

B: まさか。

A:  I hear that a rich

painting said,“Afte

B :  I can't imagine 171

(6)a man   (7)so.

A:  He certainly scandalized the world,but he said it wasjust a joke,Ineaning

that burning would give the painting an eternal life.

B: I wonder竹
)(1)it (2)would (3)of (4)Van Gogh himself (5)think

(6)what,if he were alive now.

A: He l1/1(1)it (2)else (〕would (4)than (5)enjoy (6)anybody

(7)naore.

B: You are joking,                         (明治大―理工)

読み,そ の下の英訳の下線部171,ltf),191の語(句)をそれぞれ正 し

通るようにし,番 号で答えなさい。 (解答 ・解説は別冊のp.194)

買った金持ちの日本人実業家が 「おれが死んだら,棺 桶の中に入

れ」 と言ったそうだね。

経で自分勝手になれるなんて想像できないよ。

きれさせたね。しかしあとで彼は,あ れはただの冗談で,焼 けば

とになるという意味だった,と 言ったんだ。

いたら,何 と思うだろう。

冗談を喜ぶだろうよ。

Japanese businessman who bought a V`an Gogh's famous

r l die,burn it in lny coffin."

(1)and selfish   (2)can   (3)senseless   (4)how   (5)be
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次の日本文の意味に合 うように,各 組の単語を並べかえて,正 しい英文を作 りなさい。

解答は,( )内で 4番 目にくるものとして最も適当なものを, a～ dか ら選ぶこと。

(解答 ・解説は別冊の p.194)

(1)健 康 は富にまさるとよく言われている。

It(above/is/is/said/wealth/that/health/often).

a.that        b.above      C.often       d.wealth

(2)戦争は,勝 っても負けてもほとんど同じくらい悲惨なものだ。

It(a/disastrous/to/to/win/war/as/as/1ose/one/is/allnOst).

a. almOst      b. to          c. as          d. disastrous

(3)彼は読書に熱中していたので,私 が近づいたのに気づかなかった。

He 、vas (a/notice/approach/intent/did/nOt/that/on/bOok/he/

my/so/reading).

a.so         b.reading       c.a        d.that

“)こ の本によって私はカナダの生活がどんなものか多少分かった。

This book gave Hle sorne idea(what/is/Canada/to/1ife/as/in/1ike).

a.life        b.1lke        c.Canada     d.tO

6)こ の洗濯機は妙な音が出る。どこか故障しているに違いない。

This washing machine is making a strange noisec l think that(be/some_

thing/there/with/must/wrOng/it).

a.there     b.something   C.be    d.wrOng   (関西外語大)

次の(1)～80の 日本文の意味になるように( )内の語(句)を並べかえたとき, 3番 目と

5番 目にくる語の記号を書きなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.195)

(1)昨 夜になってやっと知らせが届いた。

It was not(ァ .night  ィ.got  ウ.I  工s the news  ォ.until

力.last  キ.that).

修)借 金をしないように気をつけなさい。

Bc(ア .intO  ィ.your  ウ.against  ェ,on  ォ.debt

力.running   キ.guard).

(3)石 油に代わる燃料が発見されなかったらどうなるのだろうね。

What 、vould happen (ァ .alternative fuel   イ.be found   ゥ.could

工.if  ォ.tO  ヵ.no  キ.oil)?

( 4 )彼女はたび重なる欠勤が理由でクビになった。
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She(ア .absences  イ.Of  ウ.her  工.was  オ.because

ヵ.frequent   キ.fired).

(5)医 師たちのあらゆる努力も治療の効果をあげられなかったも

All(ア .a Cure  イ.effect  ウ.tO  工.failёd  オ.doCtors'

力.、efforts  キ.the).

( 6 )私 はイタリア旅行の思い出になるようなものを買いたい。

I'd like to buy SOmething to(ア .my  イ.remind  ウ.me  工.trip

ォ.Italy  力.of  キ.tO).

(7)正 直は最良の策であることはいうまでもない。

It goes(ア .withOut  イ.poliCy  ウ。saying  工.the best  オ.iS

ヵ.honesty   キ.that).

(8)父 の言葉は私の将来の進路について考えさせた。

My father's words(ア .my  イ.thinking  ウ.cOurSe  工,me

ォ.set  力.future  キ.about).

(9)お じはだれかを待っているようだつた。

M呼 (ア .Seemed  イ.Waiting  ウ.fOr  工.uncle  オ.to  力.be

キ。SOmeone).

QO あなたからお便 りがあるのを楽しみにしています。

I(ア .frO]m  ィ.am  ウ.tO  工.hearing  オ.100king  力.you

(山形大一医)
キ.forward).



舞

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

発 展 問 題
次の英文の下線部(A)～(E)について,与 えられた英単語を並べかえて,下 の日本文に相

当する英文を作 りなさい。ただし,指 定された番号の空欄にはいるもののみを記号で

答えなさい。 (解答 ・解説は別冊の p。195)

per cent safe,but lAl( 1 )( 2 )

most people wOrry about large―scale

It is probably true that nOthing is 100

catastrophes, such as nuclear disaster口 Silnilarly, IBlthe news Of an aeroplane

c r a s h i n g  o n  t h e  M 6 2  1 a s t  w e e k  w o u l d ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

( 6 )( 7 )( 8 )。 Miracu10usly nO One was killed,but 
lcl( 1 )

( 2 ) ( 3 ) w i l l ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 _ ) P  I n  f a c t , f l y i n g

with an airline is extremely safe with a one―in―ablnillion risk Of a fatal accident.

And KDlit COuld be just( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )and( 5 )( 6 )

( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )and( 11 ).But remember,motorways are

the safest rOads一十一一only 4 per cent of all fatal crashes occur on them.  Actually,

smoking is the greatest single risk tO health Of all. AInong l,000 young male

adults in England whO smOke cigarettes,on average about one will be murdered,

s i x  w i l l  b e  k i l l e d  o n  t h e  r O a d , a n d  l E 1  2 5 o (  1  ) (  2  ) (  3  ) (  4  ) (  5  )

(  6  )(  7  )tobacco.

lA1 3番 目, 5番 目

ア.coEtts  イ.health  ゥ.it

健康への害 ということになると

lB1 4番 目, 7番 目

ア.airline   イ.any   ウ.give

キ.the  ク.tO

工.risks  ォ.tO  ヵ.tO  キ.when

工.nervous   ォ .passenger   力.shivers

先週,高 速62号線へ飛行機が墜落 したというニュースを聞いて,気 の小さい旅客はふる

えあがったことだろう。

0 1番 目, 6番 目

ア.a イ.as ウ.avold 工.flying ォ.how 力 .Elany キ.people

ク.result

その結果 として, どれ くらいの人が飛行機 に乗 るのを見合わせるであろうか。

lD1 2番 目, 7番 目

ア.aS   イ.as   ゥ.dangerOus   ェ.drink   ォ.drink   ヵ.drive

キ.is  ク.it  ヶ_swim  コ.tO  サ.to
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酒を飲んで泳 ぐことは,飲 酒運転 と同じくらい危険だろう。

lE1 3番 目, 6番 目

ア.before  イ.die  ウ.due  ェ.their  ォ.tiHle  力.to  キ.will

250人がタバコのせいで天寿をまっとうできず死亡するだろう。     (法政大―経営)

次の日本文に合 うように,( )内に与えられた語をすべて使つて空所を補い,英 文を

完成 させたい。与えられた語を正 しい"頁序に並べかえ,記 入 しなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.196)

(1)天 気予報は以前より正確になったが,ま だかなり改善の余地があると考える人が多い。

Weather forecasting is now more accurate than ever before,although many

people feel it still                 .

(be,  lot,  desired,  a,  leaves, to)

物)天 然ガスを利用する車が一般に普及しない大 きな理由は,専 用のガソリンスタンドが不

足しているためだ。

of natural gas in motor vehicles is the lack of filling

stations,

(problen■, back, a, widespread, major, holding, use,  the)

(〕 土曜日を月に1度休日とする新しい学校制度が,昨 年から始まった。

The ne、v school system                 started last year.

。 (Saturday, a, off, mOnth, One, with) (慶大―理工)
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□ 全文整序問題

到」倒ヨ
次の(1)～(5)の日本文とほぼ同じ意味になるように,〔 〕内の語(句)を文法的に正しい

順序に並べかえた英文を,それぞれア～工から1つ選びなさい。(ただし,〔 〕内の語

(句)は文頭にくる語(句)も小文字で書かれ, ピリオドも省略してある。)

(解答 ・解説は別冊の p。196)

(1)郷 に入っては郷に従え。

〔1.do  2.the RoElanS do  3.in Rome  4.as  5.when〕

ア.  5 - 1 - 2 - 4 - 3

ウ.  3 - 5 - 2 - 4 - 1

( 2 ) 彼 はロン ドンに長 く滞在 した。

〔1.stay   2. he   3.long   4.Inade   5.a   6.London

7.in〕

ア.2-4-5-3-1-7-6  イ.7-5-3-1-6-2-4

ウ.  2 - 1 - 5 - 3 - 4 - 7 - 6    工.  2 - 4 - 6 - 7 - 5 - 3 - 1

G)勤 勉 は成功のもとである。

〔1.the    2.is   3.of   4.industry    5.success    6.parent〕

ア.1-6-5-2-3-4    イ.5-2-1-4-3-6

ウ.  4 - 2 - 1 - 6 - 3 - 5      工.  1 - 6 - 2 - 5 - 3 - 4

(4)そ れは現在議論の多い問題である。

〔1.the present tilne    2.a question    3.Inuch controversy    4. upon

which just at  5.it is  6.there is〕

ア.6-2-3-4-5-1    イ.5-3-4-1-6-2

ウ.4-1-5-3-2-6    工.5-2-4-1-6-3

(5)外 部か ら自己の目的を与 えられている人 は,そ れについてあまり深 く考えない。

〔1.very much   2.are given   3.think    4.from outside   5.whose

purposes   6.a person   7.to hiln   8.does not〕about them.

ア.6-5-2-7-4-8-3-1  イ.6-8-3-5-7-4-2-1

ウ.  5 - 2 - 1 - 4 - 7 - 8 - 3 - 6    工.  6 - 4 - 7 - 5 - 2 - 1 - 8 - 3

イ.5-3-1-4-2

工,  4 - 3 - 1 - 5 - 2

(東海大―理 ・工)
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次の日本文(1)～(5)に相当する英文となるよう,① ～①の語句をどのような"贋序に並べ

かえればよいか,ア ～工から最も適切なものを選び,記 号で答えなさい。ただし,文

(2)そ の写真をちょっと見せてやると彼は言った。

① that  ① have  ③ would let me  ① he said

③  a look at the picture   ①  he

ア.①一①一⑥一①一①一③

ウ.①―①―⑥―①―①一⑥

ア.①一③―⑥―③一①一①

ウ.①―①―⑥一①―⑥一①

(3)そ れをもっと綿密に調べていたら,

② a new fact  c)of  ⑥

③ it   《D have revealed

ア.①―①―①―⑥―①―⑥

ウ.①―①―⑥―①―①―○

頭にくる語も小文字にしてある。

(1)少 し行ったところで雨が降 りだした。

① had not gone   ∈》 it  《》 far   に) I

① before

(解答 ・解説は別冊の p.196)

③  began tO rain

イ.①―⑥―①一①一①―⑥

工.①―①―①一①一③一⑥

イ.①一⑥―①―③―①一①

工.①一②一①一⑥一①―③

新事実が出て暮ただろうに。

Hlight   ① a cioser exaHlination

イ.⑥一⑥一①―①―①一①

工_①一①一③―⑥―①―①

(4)来 ようと思えば,も っと早く来れたのだが。

② earlier (D if  ③ have cOme (① l had wanted

③ l could   ∈) to

( 5 )

①

①

ア.⑥―⑥―①―①―①―①    イ.①一①一①一⑥一⑥―①

ウ.③―⑥―①―①―①一①    工.①一①一③一⑥一①―①

そういうわけで彼は重んじられた。

was   ① on   ⑥ he   廷) that account  《) made much

Of

ア.①―○―①―①―①―⑥

ウ.③―①―⑥―①―①―①

イ.⑥一③一①一⑥一①一①

工.①一③一③一①一③―①

(関西大―法)



ジ

次の日本文(1)～(5)の意味を表すように,( )内の語を正 しく並べかえて英文を書きな

さい。ただし,変 化させる必要のある語が含まれている場合 もある。

(解答 ・解説は別冊の p.196)

ジョンの家族 は彼が奨学金をもらったので とても喜んでいる。

(John's, his, happy, sch01arship, be, very, fa工11ly, of, because).

社長はきみの給料をあげてやるというようなことを言っている。

(The, you, raise, about, give, a, be, boss, talk).

ヘレンは,妹 よりずっと前に大学を卒業しました。

(Helen, frOn■, sister, long, her, do, graduate, younger, college,

before).

( 4 )不景気が深亥Jになってきたということだ。

(They,  depression,  serious,  that,  say, become,  the, be).

(5)も し夫のほうが家のあちこちのものを多少修理で もすれば,あ の夫婦にとって多少の金

の節約になるのだろうが。

(If, fix, some, house, the, some, 、vill, the, things, the,  around,

money,  couple,  save, it, husband). (独協大―外)

発 展 問 題

次の文章を英訳するのに,下 線部(1),(5)は下にある語群をそれぞれ並べかえて,ま た

下線書Ⅸ2),(3),(4)は自分で訳 して書きなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.197)

(D夢の迷信のうちでも,最 も広 く広がっているのが,夢 は眠 りを妨げるというものである。

なるほど,修 )夢は熟睡しているときは見ない。夢を見るのは,G)寝 入 りばなと起 きる直前に

多い。惚)二かし逆は必ずしも真ならず。6)夢を見たときは眠 りが浅かったとするのは当たら

ない。

語 群

(1) dreams,  AInong,  is that,  the delusions,  prevent,  the most popular,

you,  sleeping,  about dreams,  from

(5) that,  you, you, It is, when, wrong, had, dreamed, to say,  a light

つ
じ

sleep (名古屋工大)
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回 その他の整序問題

到」劇ヨ
次の停)～(りの語群に 1語補つて並べかえると,( )内の日本文に相当する英文ができ

る。その語を 1～ 12から選び,番 号で答えなさい。   (解答 ・解説は別冊のp。197)

(1) and, she, singing, stood, suddenly, up

(彼女は突然立ち上がって歌いはじめた。)

(2) camped, dark, go, it, so, there, to, too, was, we

(それ以上先へ進むには暗 くなりすぎていたので,私 たちはそこでキャンプした。)

(3)home, hours, it, last, me, night, three, to, took

(昨夜家に着 くのに3時間かかつた。)

(4) get,  more,  older,  pass,  quickly,  seem,  the,  to,  we,  years

(年をとるにつれて, 1年が早 く過ぎて行 くように思われる。)

(5) all, hardly,  it,  last,  rained,  summer

(昨夏はほとんど全 く雨が降らなかった。)

1, arrived     2. as          3.at          4.became

5.begun      6.get         7. never       8. not

9.on      10.out     ll.so      12.started   (中央大一文)

日本文停)～(0を参考にして,そ れぞれに与えられた語(句)を( )に入れて英文を完成

した場合,不 要な語(句)が 1つ残る。その不要な語(句)を 1宇 7か ら選びなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.197)

(1)そ んな仕事 は30分 もやったら死にた くなる。

Half an hour ofsuch work(     )(     )(     )(     )(     )(     ).

1.dead   2. die   3.Inake   4. Ine   5. Inyself   6. 、vould

7.wish

修)彼 は 3倍 以上 も余分に払った。

He paid(   )(   )(   )(   )(   )(   ).

1. much    2. tilnes   3.than   4. over    5. three    6.Inore

7. too

(3)彼 に電話なんかしなければよかった。

I (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) .

1.better   2. hiln   3.should have   4.known   5. Inuch

6.than  7.to call                          (日本大―法)



ン

図
・

次の日本文に合 うように英語の語群を並べかえると,

の 1語 を書きなさい。

あの人のことは新聞でよく見ます。

(read the Often in we newspaper hiln).

( 2 ) 私はどうなってもかまいません。

(me will care of dOn't l become).

僧)近 所の人のうわさになると彼は雄弁になります。

(when neighbors gossiping becomes it about eloquent to his

he).

(4)彼 女は家を出て東京で自活しました。

(home Tokyo her live left to own she in).

(5)よ い結果を得るには練習に練習を重ねることです。

(getting practice before result  a cannot one good intensively).

(6)彼 はあの仕事には全 く不向きな人です。

(for suitable far that he is job)。               (明治大一文)

次の(1)～(4)の英文について,( )内の語を並べかえて意味の通 じる正 しい文を作るに

は,不 要な語が 1つ ある。その不要な語を( )内のア～力から選びなさい。

(1) It is(:ア.an   ィ.eldさrly

able)man tO work so hard.

ウ.expect

(解答 ・解説は別冊の p.198)

工. out   ォ. to   力.unreason―

( 2 ) A  m a n  i s  w o r t h y ( ア. b e c a u s e  イ. b e i n g  ウ. h e  工. n o t  ォ. o f

力.respect)is rich but because he has wisdom.

(3) He did nOt think that(ア .a   ィ.ecology   ゥ.knowiedge   ェ.of

オ.out   力.would)help hiln very lnuch in his new occupation.

(4) It is incOnceivable that all the problems(ア .against  ィ.earth  ウ.faced

工.is  ォ.the  力.with)will be sOlved soon。          (立教大一法)

1語 だけ足 りない語が あ るとそ

(解答 ・解説は別冊の p.197)
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次の(1)～(5)の語(句)ア～コを並べかえて,日 本文と同じ意味の英文を完成 しなさい。

ただし,ア～コの中にはそれぞれ不要な語(句)が 1つ含まれている。並べかえた語(句)

の前から5番 目の語(句)および不要の語(句)の記号を書きなさい。(文頭にくる語(句)

も小文字で与えてある。)

図書館からこの本を借 りることができますか。

(解答 ・解説は別冊の p.198)

２

ア.book   イ.we

力.are     キ.loan

フロイ トほど夢の理解に貢献 した

ゥ.from

ク. t O

人はいない。

allowed

this

the library

borrow

as Freud.

オ

　

コ

エ
　

ケ

オ

　

コ

３

ア.dreams

力.Etuch

オゾン層の働 き

The function

ッa the   工.

ク.aS   ケ.

nobody

many

とにある。

understanding

contributed

|  |

イ. t o

キ. o f

は人体に有害な紫外線を吸収するこ

of ozone layer

ア.harmful

ヵ. i s

“)私 には英語より

I

イa that   ウ.tO absOrb

キ.ultraviolet rays   ク.

もフランス語を話すほうがずつ

ォ.the hulman

ケ.body   コ.are

‐. to

fearful

と簡単 だ。

ア.rather   イ.to

力.French  キ.IttCh

6)徐 々に彼の記憶は回復したが

た。

Gradually,his lnemory came back,but

ゥ.English  工.easier    ォ.it

ク.find ケ.speak コ.than

,事 故の直前の数分間は依然 として全 く空白のままであっ

ア

　
カ

the accident   イ.to

kept     キ.complete

ェ.remained   オ.leading up

ヶ.few lninutes     コ.a

(名城大一商)

ゥ.the last

ク.blank
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発 展 問 題
次の(1)～(4)の単語を適切に並べかえ,さ らに 1語 を加えて,日 本文と同意の英文を完

成 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.198)

(1)こ の製品は需要が多い。

1.product    2.this     3.demand    4.great     5.is

( 2 )彼 にはよくあることだが,あ の試験でカンエングをした。

1.that       2.hiln     3.is       4.in     5.often   6. cheated

7.as        8.the      9.with    lo.he    ll.exam

( 3 )う まい冗談を言うことはいつもたやすいとは限らない。

1.gOOd      2.not      3.a        4.to     5.easy   6.is

7.always   8.make  9.jOke

14)そ の役者は感情を制する力がないように思われる。

1.seems     2.contro1   3.have     4.actor  5.no    6.the

7.to        8.passion  9.his (名古屋工大)

次の(1)～(4)の各組の英文が日本文と同じ意味になるように,(a)～ (d)にそれぞれ下の

ア～力から選んで入れるとき,不 要になるものが 2つ ある。その記号を答えなさい。

(解答 ・解説は別冊のp.199)

(1)ほ しいものを手に入れるためなら,彼 はうそもつ くだろう。

He wOuld(  a  )(  b  )(  c  )(  d  )to get what he wants.

ア.lying   ィ.to    ウ.resort   ェ.even   ォ.lie   ヵ.tell

(2)彼 の小説は漫画も同然だ。

The nOvel(  a  )by hirn is(  b  )(  c  )(  d  )conlic books.

ア.aS     イ.than  ゥ.little    ェ.sO     ォ.more 力.written

(3)そ の映画は予想したほどヒットしなかった。

The mOvie did nOt(  a  )on(  b  )(  c  )(  d  )expected to.

ア.as    ィ.get  ウ.was   ェ.it    ォ.up   力.catch

惚)こ のパンフレットを見れば,寺 院の構造がよく分かる。

This pamphlet will( a )( b )( c )( d )how the temple is con‐

structed.

ア.very well  ィ.see  ウ.give  工.a good idea  ォ.of

力・yOu                                  (国学院大一文)
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次の 日本文の英訳 となるように,下 の英文の空所(A)を補い,空 所lBlについては下に与

えられた語群を正 しい順序 に並べかえなさい。ただ し語群には 1語不要なものが含 ま

れてい る。 (解答 ・解説は別冊の p.199)

日本語を上手にしゃべる外国人がずいぶん増えてきた。外国語を話すのが苦手な日本人 と

してはありがたいことだ。しかし同時に,こ ちらの外国語教授法がまちがっているのではな

いかという疑問もわいて くる。

lAl   has increased markedly一 ―――something which should be welcomed by

the Japanese,who typically have trouble coHllnuniCating in a foreign language.

At the same tilne,this also raises the question of whether the IIlethods of   lBl  .

are   be   foreign   hOw   in   instruction   Japan

language   should   they   used   、vhat (早大―政経)

次の 1～ 4の英文中の空所に下の語群からそれぞれ適当な 1語 を補い文を完成 させる

とき, 1語が不要である。その不要な 1語の記号を答えなさい。

(解答 ・解説は別冊の p,199)

(1) (     )(     )(     )(     )(     )酌Iary and Jane fell sound asleep.

(a) a   (b) for   (C) in   (d) less   (e) ■linute   (f) than

(2)There was(   )(   )(   )the cOmpany(   )(   )money on

advertising.

(a) for   (b) need   (c) no

(3)It was(   )(   )(

(a) because   (b) capital   (c)

(4)He was(   )(   )(

ard■light appear to others.

(a) about  (b) how   (C) not

(d) spend   (e) spending   (f) to

)short of(     )(     )he failed again.

he   (d) that  (e) was  (f) why

)(     )(     )his house and living stand―

(f) that

(中央大一商)

(d) self―conscious   (e) so



□ 語数指定のあるもの(短文)

ヨ」劇ヨ
歴堕国  

日本文と英文が同じ意味になるように,空 所に最も適当な語を補いなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.199)

彼の身長は6フ ィー トです。

He is six feet in(   ).

ここから牧場までどのくらいの距離ですか。

What is the(     )from here to the ranch P

この トンネルは全長 1マイルである。

This tunnel has a(     )of one lnile.

この歩道の幅はどの くらいありますか。

What's the(     )of this sidewalk P

湖の深さはわからない。

The(     )of the lake is unknown. (駒沢大一経済―経済)

２

Ｏ
Ｊ

４

５

２

Ｏ
じ

４

５

次の(1)～(5)の英文の( )内に,与 えられた文字で始ま

本文と同じ意味を持つ英文にしなさい。

る名詞を入れて,そ れぞれの 日

(解答 ・解説は別冊の p.199)

歳月人を待たず。

Time and(t   )wait for no man.

あの人は多 くのイギリス人 と交際しています。

Hc has a lot of(a    )aE10ng Englishmen.

駅からスキー場までバスの便があります。

There is a bもs(s     )available frona the station to the skiing gr6und.

この失敗は彼にはいい薬になるだろう。

This failure will teach him a good(1   ).

今年の米作は平年を多少上まわる見込みです。

This year's rice crop is estiIIlated to be a little above the(a )。 (福島大)
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□
次の各組につ 吼 日本文 と同 じ意味にな るよH油 に適当な語を入れなれ 、

(解答 ・解説は別冊の p。199)

(1)あ なたにしてあげられるのはこれだけです。

This is(     )I can dO for you.

(2)あ なたを夫 として選んだことは大 きなまちがいでした。

I Inade a big Hlistake(     )choOSing you as lny husband.

(3)名 前は忘れたけれど,村 の小高い丘の上に古い城が立っている。

An old castle, the name (     )(     )I fOrget, stands on a hill in the

village.

( 4 )風牙口をなおすにはどうしたらよいのですか。

What can l do to get(     )of lny cold P

( 5 ) s i nとc r i m eの違いがわかりますか。

Can you distinguish (     )“sin''and``crilne''P

( 6 )遠いところをお越しいただきありがとうございました。

How kind(     )you to come all the way to see usl

( 7 )彼 らはなんとか洗たくを終えた。

They managed to get(     )their washing.

偲)そ の父親は自分の子供にとても厳格のようだ。

The father seems to be very strict(     )hiS Children.

(9)彼 の懸命の努力が実を結んだ。

His hard work(   )fruit.

QO 彼女は腕組みをしてその計画について注意深く考えてみた。

She(     )her arms and gave careful thought to the plan,

(名古屋工大)



θ４

(1)あ と1日で自由の身だ。

One more day (     )I'1l be free.

(2)明 日の今ごろは太平洋の上を飛んでいるだろう。

This(   )tomOrrOw we will be flying over the Pacific.

( 3 ) ひとりきりになると彼女は泣 き始めた。

(     )to herself,she began to weep.

( 4 ) ステーキの焼 き加減はいかがいたしましょうか。

(     )would you like your steak P

(5)ど んな用で来たんですか。

(     )have you come here forP

(1){1軒そ!:↓:ξく
んとな

;t活景禄品告:i猛:こ
ろがある。

。1解属
の
子吊檻薔舞

。

(3)1言骨温【1乱]昆!骨Fご?中
の
;青瞥習留昆盆静

ΨI唇得予岳裾諮論言唇
てら
告千卒t旋並航

01答せ1認猛&&摂約 孔粧税縫ia( x
。1鷲ま汗

秋に
景眠ぞそ鼻をa bt」rttn h ttL

次の日本文(1)～(5)の意味を表すには空所にどのよう

1 語を書きなさい。

な英単語を入れればよいか。その

(解答 ・解説は別冊の p.200)

(中央大一法)

次の各組(1～ 6)の 日本文と英文がほぼ同じ意味になるように,そ れぞれの英文の空

所に最も適当な 2語 を書きなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.200)

(西南学院大一文)
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次の 日本文 と英文がだいたい同 じ意味になるように,英 文の空所に最 も適当な 1語 を

補いなさい。 (解答 ・解説は別冊の p。200)

( 1 ) 車のエンジンがなかなかかからない。

I cannot(     )the car to start.

( 2 ) わからないことがあったら, い つでも私に聞きなさい。

Ask lme whenever you are in(    ).

( 3 )おつりはいらないよ。

Keep the rest to (     ),

( 4 )そんなことをしても,な んにもならない。

Even if you do that,you will get(    ).

(助 どうぞ遠慮なく電話をして ください。

Please feel(     )to call me up.

(6)ぼ くは明日休みなんだ。

Tomorrow is my day(   ). (高知大)

圃
次の 日本帥 当する英顛 油 島 選 獅 語を入れなれ 、

(解答 ・解説は別冊の p.200)

(1)彼 女の声 は落ち着いていて,群 衆全体 に聞 こえるだけの大 きさがあ りました。

Her voice was calm,just loud(   )tO make(   )(   )OVer the

crowd.

(2)毒 ガスが戦時中使用されたといううわさは,こ れまでたびたびあったが,真 偽のほどは

不明である。

There have been many reports of gas used in the war, but no one knows

whether(    )(    )(    ).

( 3 )「きみは人間の尊厳というものをまるで感じていない。そこが問題だよ。」
“
You've got no sense of human dignity. That's what's(     )(     )you.ル

(4)彼 は教えたいと思っているのだが,教 授科目がギリシャ語と倫理学なものだから,職 は

見つかりそうもない。

He thinks he would like to teach,but as his subjects are Greek and Moral

Philosophy,he's not(     )(     )(     )a job.

(5)彼 らは討議の結果,そ の問題の本質についてさらに明快な見解を抱 くことができた。

The discussions(     )thenl to(     )a clearer(     )of the nature of

the problem.                                 (浜松医大)



２

発 展 問 題
次の(A)～lG)の日本文と同じ意味になるように,そ れぞれの英文の空所に適切な 1語 を

補いなさい。ただし,空 所内に数字が示されている場合は,語 の文字数をその数字に

一致 させ ること。 (解答 ・解説は別冊の p.201)

lAl それは彼の話 とだいぶ違う。

It's a 10ng wayl    l what he said.

tBl その帽子 どこで買ったの。その色あなたにとってもお似合いよ。

Where did you buy that hatP  The color   5   gOOd On you.

l C l  もうくよくよするなって。しかたなかったんだから。

You doIごt lhave to worry abOut it.  It could11't be    6    .

lDl 彼は若いが,そ れにもかかわらず思慮がある。

He is yOung,and   3   he iS prudent.

lEl 喫煙者は後部座席にお座 りください。

SInokers are    5    to occupy the rear seats,

(Fl 空港まで友だちを見送 りに行ってきたところです。

I have justl       lto the airport to see n■y friends Off.

lGl 彼はそのプロジェクトに続けてたずさわりたいと思っている数少ないうちの1人です。

He iSI   lthe few who want to continue working On the prOject,

(立命館大―法)

次の英文(1)～(5)が与えられた日本文の意味になるように( )内に指定 された語数で適

切な語句を書きなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.201)

(1) The speech of the sch01ar is well worth(  2  ).

その学者の話は聴 く価値が大いにある。

(2) I found(  3  )when l sat on it.

座ってみるとその椅子が心地よいのがわかった。

(3) WVhat(  2  )fronl conling on tilne P

あなたはなぜ時間どおりに来 られなかったのですか ?

(4) Poverty seeEls to have(  3  )with them in thOse days.

当時貧乏は彼 らにとって無縁なものだったように思われる。

(5) I(  2  )you could spare lne a few lninutes.

少しお時間を都合していただけますか。 (横浜市大)
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次のlA)～l」)の日本文 と同 じ意味になるように,そ れぞれの英文の空所に適切な 1語 を

補いなさい。ただ し,空 所内に数字が示 されている場合は,語 の文字数をその数字に

一致 させ ること。

lAl  手 を貸 していただけないでしょうか。

I「    lif yOu can help me.

l B l  彼はうそをついているようだ。

He「 7  1to be lying.

l C l  彼 らはホテルに着 くのに1 0分もかからなかった。

It took them l       lthan ten minutes to get to the hotel.

lDl 夕方は穏やかだつたが,そ の夜ひどいあらしになった。

After the calm evening,|    I Came a terrible storm that night.

lEl ゴシップだけはごめんだ。 とても不愉快だ。

Thel    lthing l want is gossip.I find it very offensive.

0 私 は今夜映画に行 くのに別に反対 しません。

I have no    9    to going to the movies tonight.

lGl 大統領が演説 を始めたとたん聴衆が妨害 した。

Hardly l       lthe president commさ nced to speak、vhen the audience inter―

rupted hiln.

0 外食できる人もいるが,患者がみ4外出を許されているわけではない。

Some can dine out,but not all the patients are   7   to gO OutSide of the

hospital.

( I )内容の善し悪しは外見では分からない。彼はぽろをまとって放浪したのだが,れ っきと

した家柄の出だったのだ。

You can'tjudge a bookl      litS COVer;he wandered about in rags,but he

belonged to a respectable fanllly.

(J)父 は桜の花が満開のころ亡 くなった。春がめぐってくるたびに,父 のことを思い出す。

任ヽy father died when the cherry blossoms were at their「 4  1.With the

conling of every spring,I remember hiln,

(立命館大一文)

(解答 ・解説は別冊の p.201)
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□ 語数指定のあるもの(長文)

到倒倒ヨ
与えられた日本文の内容に合 うように,( )内に入れるべき語を書きなさい。ただし,

最初の文字が示 してあるので,そ れに続けて書 くこと。単語はすべて 7文字以下であ

る。 (解答 ・解説は別冊のp.201)

カナダやアメリカでは,自 宅へ客を呼びます。食事やパーティー,ま た,お 茶を飲んでお

しゃべ りをするだけでも,た びたび友人を招きます。

招待された場合の返事は,あ りがとう,と いって承知するか,悪 いけど, といって言い訳

けするかのどちらかです。

「ありがとう,う れしいわ。何時にうかがったらいいのかしら」 とか 「ああ,ご めん,映 画

の切符買っちゃったんだ」 とか。

ときには招待のように聞こえるけれども,じ つは招待ではない場合 もあります。
「いつか飲みにいらっしゃい」

「そのうち,ご いっしょに昼食でも」
「近いうちに,遊 びにいらっしゃいよ」

これは,話 を終えるための言い回しにすぎません。これがほんとうの招待ではない証拠に,

ここでは特定の日時が言われていません。これは社交的なお愛想を言っているだけなのです。

In Canada and the United States, people ettOy entertaining at hOme.  They

often invite friends Over fOr a meal,a party,or just for cOffee and cOnversation.

TO reply to an invitation, eithёr say, ̀ `Thank 
yOur' and(1)(a ), or say

you're sorry and give an(2)(e );“Thanks,I'd10ve to. What tilne would

you like rtt tO cOmePル 。r``Oh,sorry. I have tickets fOr a mOvie.ル

Sometirnes,hOwever,people use expressions that(3)(S )like invitatiOns

but which are not real invitatiOns. For example:
“
Please come Over fOr a drink sOmetilne,''

“
Let's get tOgether fOr a lunch soOn.''

“
(4)(W     )don't you come over and see us sOmetirne soon P''

These are really just polite ways of ending a conversation.  They are not real

invitations because they don't(5)(In     )a specific tilne or date,  They just
show that the person is trying tO be friendly.

(明治大―経営)
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次の 日本文と同 じ意味になるように,下 の英文の空所ア～オにそれぞれ 1語補い,文

(解答 ・解説は別冊の p.201)を完成 しなさい。

以前砂漠ではなかった地域 も,い まや砂漠 と化したところが出てきた。同じような問題を

かかえている国はたくさんある。多 くの木々が切 り倒され,大 地は無防備に風雨にさらされ

ている。世界のい くつかの場所で緑の森が急速に破壊されている。

Some areas that were not deserts in the past are beconling deserts now.  酌Iany

countries are experiencing silnilar problems.  Numerous trees are cut down,

leaving the   ア      ィ   against wind and rain.  In sOme areas of the world,

green forests ォ   at a rapid pace.

(立教大―法)

次の日本文に相当する英文になるように,下 の英文中の空所(1)～(3)にそれぞれ適当な

英語を指示に従つて書 き入れなさい。         (解答 ・解説は別冊の p.201)

現代が奇妙に甘えの充満している時代であるということを言いかえれば,皆 子供っぼくな

っているということである。いや,子 供 とおとなの区別が昔ほど判然 としな くなったという

ほうが当たっているのかもしれない。子供はマスコミのおかげで早 くからいろんなことを知

るので,お となをおとなとも思わない,そ れこそ落となのような子供がふえてきている。

To say that α?%α夕is surprisingly common in the present age is much the same

as saying that everyone has become more childish. Or rather(  1  )correct to

say that the(  2  )has become less clear than it was before. Thanks to the

mass lnedia,children get to know various things so quickly that(  3  )as adults.

(1)空 所 (1)を4語 で書きなさい。

(劾 空所 修)を 5語 で書きなさい。

(3)空 所 得)を次の語句を適当に並べかえて書きなさい。

〔too`adultち  are, thenl,  their, elders,  to, an increasing number,

consider, of〕                       |      (関西大―工)



図 盤暑す言岳香まP意
味が早開こなるよれ〔帥

秘権昼括『需炉ま島;
英語に訳しにくい日本語 というのは少なくないが (当然その逆 もあるが),そ のひとつに

“
門限

"が
ある。欧米でも規則を尊ぶ団体生活ではこれに似たものはあろうが,個 人的なレ

ベルでこれが云々されることはめずらしく,し たがって
“
門限

"に
ピタリとくる言葉 も捜し

にくい。

外国の学生にとっては,門 限があるから,つ まり親がうるさいから先に帰る, という論理

は通用しないだろう。未成年ならともか く20歳をすぎて,な ぜ親なのか,な のだ。

というより彼 らは大学に入ると一―たとえ家が学校に近 くても一一大半は独立する。独立

できるのは,奨 学金待J度がしっかりしているからのようで, これにアルバイ トなどして足し

にするわけであるが,そ の代わり親の援助 も受けないのが普通のようである。精神的にも経

済的にも親離れしている彼らにとって
“
門限

"と
いう考え方自体理解しにくいのも無理はな

い 。

There are not a few Japanese wOrds that are difficult to translate into English

(and vice versa, of course), and one of them 〔(Di   〕クタθ夕?g夕%. Although in

Western〔C)c   〕there dOes exist a concept〔く)s   〕to夕%θ%g夕%in the context

of group discipline,it is rarely used in regard to individuals and therefore it is

difficult to find an exact counterpart to the Japanese word.

To〔④f   〕students the idea of having to go home early because there is a

夕%θ攣 %~~~―that is,because their parents are strict―一一一―is quite incomprehensible.

In the〔《)c   〕of rninors,it rnay be different,but those over 20 would dOubtlessly

ask what concern it is of their parents.

The fact is that most of them become independent from the〔⑥t  〕they enter

college,even though their home may be near the campus.  They are apparently

able to be independent thanks〔CD t   〕a good system of scholarships which they

supplement by doing side jobs.  Such being the case,they do not as a 〔(》r   〕

receive any financial help fronl their parentse  Since they are〔③ i   〕of their

parents,both psychologically and econonlically,itis no wonder that they〔⊂Df   〕

it hard to understand the very idea of夕%θ%g夕%. (電気通信大)
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発 展 問 題

与えられた日本文の内容に合 うように,( )内に入れるべき語を書きなさい。ただし,

最初の文字が示 してあるので,そ れに続けて書 くこと。単語はすべて 7文字以下であ

る。                               (解答 ・解説は別冊のp.202)

時間があつて,し かもテレビがなかったら,子 供 もおとなも,読 書について考え直すかも

しれない。 1か 月間,代 表的なテレビ番組をみるよりも,お もしろい本を読むほうがずっと

楽しめる。教育学者によると,テ レビで育った人は,大 学生になっても,ほ とんど文章が書

けないという。本を読まないから文章が書けないという例はよくある。

今 とは違って昔のような本の読み方をするかもしれない。すなわち,音 読である。みんな

が集まって,母 や父が読んで くれるおもしろい物語に聴 き入ることで,家 族はいっそう密接

に結びつ くようになる。ねる前の静かな時間は,物 語の時間となるであろう。

With free time and no TV,children and d)(a )might reconsider reading.

There is more entertainment in a good book than in a month of(2)(t  )TV

program■ ling. Educators report that the generation growing up with television

Can(3)(h   )Write an English sentence, even at the college level.  Writing is

often learned fronl reading,

A different forHl of reading lrlight also be done,as it was in the pasti reading

(4)(a   ). Few pastilnes bring a faェ11ly(5)(C   ) tOgether than gathering

around and listen to mOther or father read a good story. The quiet hour before

going to bed could become the story hour。                       (:月灘3ラ末―煙己4彗)

次の日本文に相当する英文になるように,下 の英文中の空所(1)～(3)に,そ れぞれ適当

な英語を指定の語数で書き入れなさい。        (解答 ・解説は別冊のp.202)

耕平さんヘ

ご機嫌いかがですか。この前お会いしてから,信 じられないぐらい,時 間が早 くたちまし

た。アメリカヘ戻ってから,し なければならないことがた くさんあったのです。私のいとこ

が結婚 したのですが,私 はその結婚式で新婦の付 き添いをしました。だから,そ のためにロ

ング ・ドレスを作 らなければなりませんでした。 とてもすてきな結婚式でした。

その後は,論 文を書 くのに毎日遅 くまで起 きていたし,そ のうえ,図 書館で 1日 9時 間も

働いていたのです。今日私は,あ なたが教えて くれた日本の出を弾いていました。その曲が

とても好 きです。その出を弾 くとあなたと一緒にギターを弾いたときのことを思い出します。

そこで遅 くならないうちに,あ なたに手紙を書いたほうがよいと思ったのです。
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今は,ア パー トに落ち着いて楽しくやっています。アパー トは,大 学から歩いて約10分の

所です。 もう1人 の女の子 と一緒に暮 らしています。寝室が 2つ に,風 呂,台 所,そ して居

間があり,私 たちはここが気に入っています。

今学期の授業はどうですか。私は授業がとても好 きです。書 く場所がこれ以上ありません。

お便 りを心待ちにしています。

キャシーより

Dear Kohei,

Ho、v are youP  I can't believe how fast tilne has gone by since l saw yOu last,

As sOOn as l returned to the United States,I had so lnany things to do.    (1)  ,

and l was the maid of honOr at the weddingo  So l had to make a long dress for

it.  It was a very lovely wedding.

Then l was up very late every night 、vorking On my thesis― plus I 、vas

working nine hours a day at the library. Today l was playing the Japanese songs

you taught lne. I sure like them. When l play them,I think Of the tilnes、ve had

played the guitar together. Then l thOught that l had better write to you before

too much tilne passed.

Right now I'm happily settled in my apartment,which is   (2)  college.

I'rn living with another girl. We have twO bedrooms,a bathroon■,a kitchen,and

a living room. We really like it.

How are your classes this term P I like my classes quite a lot.  No room left

to write.I'm  (3) you soon.

Your friend,

効勿

１
上
　
　
つ
る
　
　
Ｏ
Ｊ

空所 (1)は4語 で書きなさい。

空所 (2)は5語 で書きなさい。

空所 (3)は5語 で書きなさい。 (関西大―経済)
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回 語数指定のないもの

到」倒ヨ
座萱薗 

次の英文の空所に,日 本語に相当す
0英

語表現を補いなさい。

Operator

Caller

Operator

Caller

Operator

Caller

Operator

Caller

Operator

(解答 ・解説は別冊の p!202)

Good morning.  This is Oxbridge University.

Hello.  MIay l speak to Professor Jenkins Of the Department of

English P

( 1 )P

This is John BrOwn,a forlmer student of his.

( 2 ),酌生r.BrOwn.Oh,I'm afraid he's out at the IIIolrlent.He

may be having lunch at the cafeteria.

I see.  Will he be back in his office at l:oo?

Let me see.Mmm.Well,( 3 ).

In that case,I'1l phone back then.  Thanks for your help.

That's all right. Good‐bye.

(1)ど ちら様でしょうか。

(2)そ のままでお待ちください。

(3)1時 10分から授業がおありですから,戻 っておられるかもしれません。 (和歌山大)

囲
次の 日本却 こ相当する英対 説 るよ"避 刑 綱 に適切な語句を補いな れ 、

(解答 ・解説は別冊のp.202)

欧米並みとまではいかないが,日 本でも夏季休暇が定着してきた。夏の暑い盛 りに,工 場

全体が 1週 間ぐらい閉まるのは,あ たりまえになってきた。事務職 も予定をや りくりして交

代で休暇をとる。

Although still■ot on the scale of European and American countries,(  1  )in

Japan,too,  It has become customary for an entire factory to shut down for a

week or so during the hottest period,while the office staff(  2  ).

(関西学院大―経済)



切

次の会話文の空所 [a]と [b]に しS、さわ しい英文を,そ れぞれ下に示 した日本文の主

旨に沿つて, 5語以上からなる1文で書きなさい。   (解答 ・解説は別冊のp.202)

Woman

MIan

Woman

帥Ian

Woman

Man

Woman

MIan

Woman

Good morning. I'd like a ticket to Chicago.

Okay. That'1l be twenty―two dollars.

Twenty―two?[ a ].

I know.  The fare went up this lnonth.

Just like everything else.

That's right,

Does the bus still leave on schedule P

Yes,at two‐fifteen frOm gate three.[ b ].

Thank you.

より高い。

の15分前に乗車開始。

[a]予 想

[b]出 発 (同意社大―工)

匡牽ヨ  
次の英文 を読んで,下 記の設間に答 えな さい。 (解答 ・解説は別冊の p.202)

a coffee shop

Ah,here's the waitress.

Two coffees,please.  Would you like a cakeP

No,thank you.

Right.[Then to the waitress]Just the coffee then,please.

①  .

This is a very(   ②   )street. Allthe best shopsin town are around here.

And there seems to be a lot of offices,too。

Yes,  ③  .

下線部①に,「通りを往来している人が多いようだね。」の意味を表す英文を書きなさ

い 。

間2 下線部②に適切な1語を入れなさい。

問3 下線部③に,「このあたりを商業中心地と言ってもいいでしょうよ。」の意味を表す英

文を書きなさい。                              (岡山大)

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

間
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次の 日本文 と同 じ意味になるように,下 記の英文の空所ア～工を補い,文 を完成 しな

さい。ただ し,空 所ア～ウにはそれぞれ 1語 ずつ補 うもの とする。

(解答 ・解説は別冊の p.202)

アメリカでは,子 供が成長 して家を出るころになると,親 は自分の役 目はこれで終わった

という気持ちになる。そこで,親 は子ばなれを宣言 し,こ れか らは自分たちの向上のために

専念すると言う。

In AInerica, as their children become independent enough   ア

ウ  ,parents feel a sense of accomplishment.  They declare their own in―

dependence froln their children,and say that now   エ

(立教大一文A)

次の 日本文に相 当す る意味 になるように,英 文中の空所 (1)～(3)を埋 め,英 文 を完成

しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.202)

環境汚染の最悪の事例のみが新聞の第一面に報道されるだけである。これらの出来事は恐

ろしいものであるが,あ まりにもひどい汚染の最終結果なのである。環境破壊 との戦いは多

くの人々が汚染が始まっていると認識するずっと以前から始めなければならない。

Only the worst examples of environmental pollution(  1  )of our newspapers.

Terrible (  2  ),these events are the final results of too much pollution.  The

fight against environmental disruption lnust begin(  3  )realize that pollution is

beginning to occur. (関西学院大―理)

図
次の対話の中■ 日本語で書かれた部側 剛 0を 英語 二訳 しなれ 、

(解答 ・解説は別冊のp.202)

I'rn finding my boss difficult to get along with.  He's a real exploder.

WVhat do you mean by`exploder'P

(D(爆弾みたいにすぐ破裂する,つ まり,か っとなりやすい人のことですよ。)

I see.  But it's also tough to work under a`complainer'1lke rny boss,isn't it P

(2)(年がら年じゅう,つ まらないことでぐずぐず言っているタイプのことですね。)

There must be other types of problem bosses.

Well,yes,a`know‐ it‐all'is hard to cope with,too.僧)(自分がいちばん経験があ

ると思い込んでいて,他 人の言うことに耳を貸さないんですから。)

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

(東北大)
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発 展 問 題

匡華∃ 
次の日本文に対応するように,下 記の英文の空所を補いなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.203)

ラッシュアワーの電車に乗 ることが どれほどくたびれるものであったかは,退 職後,す し

詰めの電車にゆられることがな くなってはじめて分かった。 この40年間,押 し寄せて来 る乗

客たちとよくもまあ毎 日のように格闘できたものだと思 う。乗客でふ くらんだ電車に乗 るに

は,本 当に,途 方 もないエネルギー と決意が必要だった。

It was not until l retired and ceased to be jostled in packed trains that l realized

ho、v exhausting train rides during rush hours has beenc I(      ).  It really

took a tremendous amount of energy and deterHlination to get on a train bulging

with passengers。                              (関西学院大一法)

囲
次の日本文の英訳となるよ‐ 空駅軌 0を 碑 れ 、

(解答 ・解説は別冊のp.203)

もし各国がこのまま自国の利益を世界の求めているものに優先させるなら,国 際関係を改

善する機会は失われるであろう。利己主義のはいり込む余地はない。われわれのなさねばな

らぬことは協力することである。そうしなければ,わ れわれには未来はない。

If individual natiOns continue to put their Own interests before the needs of the

world,    lAl   .  There is no roonl for selfishness. What    lBl   . If we

don't,we're doomed. (早大―政経)

次の手紙は,大 学の合格祝いに対する礼を述べたものである。 日本語の部分(1)から(4)

を英語に直 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.203)

Thank you very much for yOur wOnderful letter.  I恥アas very touched even to

tears with your warmest compliments.

(1)実 を申しますと,(合 格の)可 能性は五分五分 ぐらいと思っておりました。修)入 学

試験に合格できたのはとても幸運だったと思います。

(3)私 は大学では経済学を専攻するつもりです。

How can l thank you enough for yOur letter of congratulations and kind advice.

惚)ご 親切に深 く感謝し,ご 期待にこたえるよう努力いたしたいと存じます。 (信州大)
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□ 書出し指定のあるもの

到回倒ヨ
次の 日本文を書出 しの語句に従 つて英文に直 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.203)

私はわれわれ全員がこの試験に合格することを願います。

I hope that

彼は言うことは立派だが,

What he says is great,

(駒沢大一文)

次の日本文を書出 しの語(句)に従 つて英文に直 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.203)

そのようにして私 は大学時代 に彼女を知 るようになった。

That is               .

修)彼 らは太鼓の音に合わせて校庭で踊 りました。

They

( 3 )彼 は間 もな く来 るだろう。

I t  w i l l

きのう眼鏡を修理してもらった。

I                                    .

２

実行がともなわない。

but he doesn't

□
・

４

(駒沢大一経済―経済)
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次の日本文停Xりを英語に訳 しなさい。(ただし,

めること。)

(1)(a)英 作文の力をつける最善の方法は(b)できるだけ多 く

(a)The best way

それぞれ与えられた語(句)で書 き始

(解答 ・解説は別冊のp.203)

の本を読むことです。

(b)  is

( 2 ) ( a )ぁと2 0分しかありません。

(a) You

(学習院大一文)

(b)まだ朝食がすんでいなかったら急ぎなさい。

(学習院大一経済)

( a ) !

( b )

( a )

( b ) There

(b)  If (学習院大一法)

次の日本文(axりを英語に訳 しなさい。(ただ し,そ れぞれ与えられた語で書 き始める

こと。)                         (解答 ・解説は別冊のp.203)

彼はラジオをつけたまま眠ってしまった。

ここではもう3週 間以上 も雨が降っていない。

With                .

臣至∃  
次の日本文をそれぞれ指示に従つて英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊のp.204)

私たちは物事に対して明るい見方をする習慣を身につけたいものである。

〔One shouldで始めなさい〕

注意深 く観察してみれば,東 京のような大都会にもさまざまな種類の昆虫がいることが

わかるだろう。

〔Lookingで始めなさい〕

(C)どうして帰りが遅くなったのか言いわけを思いつくのに苦労した。

〔I hadで始めなさい〕

ｂ

(明治学院大一文)



発 展 問 題

藁モ藁  
与えられた書出 しに続けて,次 の日本文を英語に訳

第 4章  条件英作文問題 筋

しなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.204)

1.庭 の草がぬれている。昨夜雨が降ったにちがいない。

The grass

2.彼 にどこかで会ったのは覚えていますが,ど こかは覚えていません。

I

3.出 かける前にほかにすることがありますか。

Do you

4.ト ムから便 りがあったら私に知らせて ください。

Please

5.あ なたの会社では男性よりも女性が多いのですね。

You                                    (名古屋工大)

霙  
次の日本文をそれぞれ指示に従つて英語に訳しなさい。 (解答・解説は別冊のp.204)

(a)こ の本は宇宙探検について子供にもすぐ分かるように説明している。

〔This bookで 始めなさい〕

(b)生 きることが昔ほどのんびりしたものではなくなった, というのはどうも否定できない

ようだ。

〔It seemsで始めなさい〕

(C)日本は資源に乏しいにもかかわらず,国 際貿易のおかげで経済大国に発展した。

〔Though poorで 始 め な さ い 〕                 (明治学 院大
一
経済

一
経済 )
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□ 使用語指定のあるもの

ヨ」団ヨ
臣王∃ 

次の日本文の意味を表すように,( )内の指示に従つて英文を完成 しなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.204)

(1)彼 は実際の年 よりもずっとふけて見えます。

(looks,reallyを使い,こ れ らをふ くめて 7語 で補 うこと。)

He               .

(2)こ の試験がすんだら遊ぶつもりだ。

(eniOy,when,Overを使い,こ れらをふ くめて 7語で補うこと。)

I'm going to (神戸学院大)

次の 日本文を( )内の指示に従つて(必要な場合は語形を変化 させて),英 語で表 しな

さい。 (解答 ・解説は別冊の p.204)

あなたが今持っているもののほうが,あ なたがほしいと思っているものよりもずっと大

切か もしれません。

(whatを 用いて)

(2)病 気のために20年勤めた会社 をやめなければならな くなった。

(11l healthを用いて)

得)工 事が大幅に遅れているので,ほ とんど期 日に間に合いそうにない。

(fall behind,deadlineを用いて)

田
・

(名大)
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次の(1)～80を,そ れぞれ指定の語数で英語に訳 しなさい。ただし,[ ]内に与えられ

た語句を,そ のままの"頂序で,形 を変えずに用いなさい。 (解答 ・解説は別冊のp.204)

注意 : don'tのような短縮形は1語 として数える。コンマ,ピ リオ ド,疑 問符など

は1語 に数えない。

(1)こ の学校のどこがいいのですか。 (7語 )

[abOut]

121 犬に近づかないように彼女に言いなさい。 (8語 )

[Tell]

(3)あ なたが帰国なさるころには,桜 はみんな散ってしまっていることでしょう。(13語)

[time/get home/the cherry blossoms/fallen]

(4)子 供たちは寝る時間になるまで庭に出ていた。 (15語)

[Were Out/it/time/bed]

(5)こ の問題はきみが思っているほど簡単には解決できないよ。 (10語か11語)

[problem/so/think]

(6)こ の薬は子供たちの手の届かないところに保管すること。 (8語 から13語)

[ThiS medicine/kept/reach]

(7)ま たお目にかかれるのを楽しみにしております。 (7語 )

[I'm/again]

(8)ド イツはどちらのご出身ですか。 (7語か8語)

[part]

(9)日 本へいらしたのは今回が初めてですか。 (7語 か10語)

[IS thiS]

αO 過去10年間に物価は50%上昇した。 (10語か11語)

[Prices/fifty percent/ten years]

tD いま私はどこにいるのか,こ の地図で教えてください。 (10語か11語)

[COuld/Where]

QD なにか問題がある場合には,遠 慮なくご連絡ください。 (11語)

[there is/hesitate/contact]

Q〕 彼はアフリカに出発する3日前に私を訪ねてきた。 (12語)

[See/1eft] (早大一法)
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発 展 問 題
下のグラフは,南 アメリカの 5か国における1870年

各国について,総 距離数の推移が10年ごとにキロメ

以降の鉄道の発達 を示 したもので,

― トル単位で表 されています。

(解答 ・解説は別冊の p.205)

1870  1880    1890   1900   1910    1920   1930   1940    1950   1960  1969

Trends in railway d9velopment in South Arnerica

次の文章は,こ のグラフに関 して,1969年の時点で書かれたレポー トの一部ですが,下 線部

分が欠けています。グラフをよく見てその部分を完成 させなさい。ただし,次 の解答例に示す

ように,( )内に与えられている語句は,そ のままの"買序ですべて用いること。

解答例  The figure(trends,rallway development)in five South American countries.

→ The figure shows trends in rallway development in five South AInerican

countries.

1. In both Argentina and Brazil, railway development began before 1870。  At

first,(sharp,increase,amount,rail、 vays)in both countries.  FroHl about 1890

in Brazil and 1900 in Argentina,the amount increased more slowly.  After 1960

the amount began to decrease.

2.  In Peru, as in Argentina and Brazil, railway development started early.

However,whereas the total amount of railways in both Argentina and Brazll

passed the l,600‐kllometer mark in the 1870's,(reached by Peru,until) about

1890.
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3.  Despite starting railway development rnOre than twenty years later than Peru,

Bolivia equalled Peru's total around 1950,and(gap,the two countries,getting)

since then3

4.  Inヽ/enezuela,railway development started late,around 1890.  Frona the early

1900's until the present day,Venezuela's railway systenl(remained,developed)

all five countries.

5。 (railway systen■, continued, expand), in the four other countries there has

been a decline in the rallway systenl, beginning around 1950 in the case of

Venezuela and Peru,and ten years iater in Argentina and Brazil.  The decline

has been particularly noticeable inヽアenezuela.

(東京外語大)

次の(1)から(3)までの語群をもとに,例 を参考にして 8つの文を作 り,一 貫 した内容の

手紙となるようにしなさい。文に作 りかえるとき,語 群の順序を変えてはいけない。

(解答 ・解説は別冊の p.206)

(例)1/wonder/what happen/you.

→ I was wondering what happened to you.

Dear Sachiko,

(1) I be/so happy/get/present/send.

(2)What/nice idea/send/selection CDs/Japanese singers i

(3)I eniOy/1isten/them/very much/so/my bOyfriend.

惚)He like/so much/he take home/him/1ast night.

(5)I be/very angry/he 10se/CDs.

(6) It be/nOt pOSSible/buy/Japanese CDs England/except perhaps/special

shop London.

(7) 1/post present you/yesterday/but/it Come sea/not air.

(8) 1/not Say/what present be/it be/surprise.

Love,

ノ生″グびタ

(東大)



到」団ヨ
次の 日本文を英訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.206)

いかがお過 ごしですか。私 は元(1)こ の前お目にかかってから,も う2週間になりますが,

気です。 (福井工大)

(2)中 国で英語を勉強 している人の数 はアメリカ合衆国の総人口を越 えているそうですね。

(白百合女大一英文 ・児童文化)

(3)岡  家具売 り場 は何階ですか。

竹)日 本で大学にはいるにはむずかしい入学試験が必要だということは世界中に知 られ

ている。                                  (東海大―法)

(4)1/1 オース トラリアに船で行 くのにどれ くらい日数がかかると思いますか。

lrf)彼女 はとてもいらいらしていたので,じ っと座 っていられなかった。

( 5 )私 は少なくとも1日 に 1時間,

っきりしない。

仕事からすべて解放されて散歩しないと,心 身ともにす

(以上,同 意社大一法)

(京都府大)

(6)「台風が近づいているんで,飛 行機が全然飛ばないんだって。」

「それじゃ帰れないじゃない。明日帰る予定だったのにどうしよう。」

(7)明 日の朝 6時 に車で迎えに行 きたいんですが,間 に合うように起 きられますか。

(岡山大)



田
ｏ

次の日本文を英訳 しなさい。

いかに生 きるべきかを考えるのは,大 学時代だ。

第 5章 短文の和文英訳問題 復

(解答 ・解説は別冊の p.207)

(青山学院大―経済)

(2)雨 がはげしく降っていたのに彼女 はどうしてもドライブに行 くと言ってきかなかった。

(和洋女大―英)

(3)彼 が,な ぜ,い つ,そ んな危険な地域へ行 こうと決心 したのか,だ れ も知 らない。

(4)東 京から大阪まで車で行 くと, 1日 がか りですが,飛 行機で行 くと

(中央大一商)

1時 間です。

(成城大一文芸)

(青山学院大―経済)(5)す ばらしい人達 との出会いが人生を豊かにする。

(6)彼 が自分の息子を自慢するのももっともだ。英作文コンテス トで 1番 になったのだから。

(和洋女大―英)

(7)顔 色がよくありません。医者にみてもらったほうがいいですよ。

181 率直に言って,彼 は好 きじゃない。あなたはどうですか。 (以上,福 井工大)

(9)英 語を真剣に学んでいる人は,遅 かれ早かれ,単 語に関する疑間に 1冊 で答えられる辞

書はないことが,わ かってくる。                (東京都立大一人文・法・経)

d O  A :作 文に目を通してくださいましてありがとうございました。

B :ど ういたしまして。思ったよりもうまく書けていましたよ。 (北九州大一外)



田
次の 日本文を英訳 しなれ 、    い 撤 捌 冊の ギ の

(1)私 はこの辺の地理には明るくない。だれか道案内をして くれる人 はいませんか。

(白百合女大一英文 ・児童文化)

(2)私 はそのマンションが とても気に入ったが,価 格が高すぎたので買わないことに決めた。

(東京薬科大)

(3)お 兄ちゃんの欲ばりときたら,話 になりません。見るもの聞 くもの何でもほしが ります。

お母さんが近 くにいないと,私 のおやつまでとろうとします。      (同意社大―経済)

“)人 間は,は じめての誕生日が近づくと,だ れに教わることもなく這いだし,や がて歩け

るようになります。

(助 「日本人は礼儀正しく親切だ」と日本を訪れる外国人はよく言います。実際,外 国人の

口からそのようなこと力ゞ聞かれないと,力 っゞかりしてしまいます。  (以上,岩手大一人文)

に)環 境はますます悪化しているが,野 鳥を保護するために人間は自然を破壊から守らなけ

ればならない。                                 (愛知大―法)

(7)見 知 らぬ町へ行 き,そ こに美術館があるとわかったら,時 間の許す限 りはいってみると

いうのが私の主義である。 (関西学院大一文)

(8)だ れしもいつかはやってみたいと思いながら,な かなか踏みきれないでいることがある

ものだ。

(9)そ もそも人間は働 くより遊んでいるほうが楽しいのだから,一 度遊ぶ楽しみを身につけ

た人が,再 び真剣に働 くのはむずかしい。                (以上,新潟大)



田
働

第 5章  短文の和文英訳問題 徳

次の日本文を英訳 しなさい。             (解答 ・解説は別冊のp.209)

異質な文化に直接触れようとして海外旅行をする若者が,近 年増えています。

(中央大―商)

(2)も し彼のような政治家がいなかったら,ア メリカは今 とはずいぶん違っていただろう。

(学習院大一法)

(3)私 たちは,今 日の日本 は平和 と協調を求める国だと思っていますが,世 界中の人々がそ

う考えているわけではありません。

(4)日 本 は軍事力ではな く,経 済力によって他の国女を支配 しようとしていると考える人 も

(以上,埼 玉大)多いのです。

(5)こ れが,こ こ10年間,風 邪をひいていない理由だと思います。 (高知大)

(6)シ ンガポール (Singapore)で は,日 本製の子供のシャツに文法や綴 りのまちがった

英語がしばしばあるので,親 は困っているとのことだ。 (同意社大一文)

(7)も と商社員だった私の父は,

す。

英語以外の外国語をもう1つ 勉強しなさいといつも言いま

181 高校時代に親 しかった花子さんから長い間便 りがなかったのですが,

メリカに留学しているそうです。

(同意社大一経済)

昨年 の 9月 か らア

(同志社大一工)

(9)来 週京都見物に行 きます。ホテルはどこも満室なので,す でに友人の ところに泊 まる手

はずをしました。 もしご都合がよろしければ,京 都滞在中にお目にかか りたいのですが。

(京都外大一英米)

dO 新潟 は台風に直撃 されることはめったにないものの,冬 にはしばしば台風なみの風が吹

き荒れます。                                 (新潟大)



物

臣玉∃  
次の日本文を英訳 しなさい。             (解答 ・解説は別冊のp.210)

(1)よ い文章が書けるようになりたければ,よ い文章をできるだけた くさん読むことだと,

よく言われる。

(2)し かし,よ い文章にだけ価値があるわけではない。いわゆる名著の中にも,悪 文は山の

ようにある。

(〕 それは,文 章の本質的価値が,い かに書かれているかより,何 が書かれているかにある

のだという証明である。

(4)正 しく考えるために何よりもまず必要なことは,批 判的な心構えを持つことであるのは

言うまでもない。

(5)列 車が トンネルを出たとき,窓 越 しにチラリと見えた山ぎわの小道に友人はなぜかひど

く感動 した。                              (以上,東北大)

(6)こ のごろ新聞を開いて,ロ シアについての記事が目にふれない日はまれである。

(7)外 国人留学生の中には,日 本をきびしく批判する人が少なくないことは注目に値する。

(8)彼 が助けてくれたので,わ たしはその仕事を月曜までに終えることができた。

(例 今までに私が読んだ多 くの本の中で,今 ちょうど読み終わった小説ほど感銘をうけた本

はない。                                   (以上,高知大)

tO 彼は受け取った手紙は1通残らず,そ の日に返事を出すことにしていた。 (鹿児島大)



次の日本文を英訳 しなさい。

(D 現代は情報過剰の時代であり,

のは何 もない。

第 5章  短文の和文英訳問題 筋

発 展 問 題

(解答 ・解説は別冊の p,211)

今 どきどこへ行 ったって,日 新 しい ものや驚 くような も

(同意社大一文 ・神)

修)地 球人口の増カロがこのまま続 くとすれば,現 在繁栄している国々においても,広 範な生

活水準の低下は避けられないだろう。                  (関西学院大一文)

(3)新 聞によれば俳句 (haiku)が アメリカで人気を博 しているそうだ。俳句ほどアメリカ

人にとっておもしろい詩形はないようだ。                 (実践女大一文)

(4)あ る国々についてよ

いでしょっ。

く知 りたければ,そ の国を実際に訪れて生活をしてみるのが一番よ

(清泉女大一英・スペイン語〔文〕)

(5)花 見に行 くのを楽しみにしていたのに,雨 でだいなしになりました。

(6)そ んなに歯医者に行 くのがこわいの P どうしてもと言うんなら,つ いて行ってあげて

もいいけど,一 度ひとりで行ってごらんよ。                (京都府大)

(7)論文を書 く際には,「いつも」と 「みんな」という言葉をなるべく使わないようにして

いる。使うときには慎重に考えて,絶 対にまちがっていないかどうかを,よ く検討する。

(津田塾大一英)

は)木 の実がたくさん実ると,厳 しい冬がやってきます。自然が小鳥たちの食べ物の準備を

しているとお年寄は昔から考えています。                 (実践女大一文)

(例 言語,習 慣,文 化,伝 統などことごとく異なっている欧米人と本当に意志の疎通をする

ことはなまやさしいことではないであろう。                  (富山大)

αO 歴史的に眺めてみて,言 葉は時代とともに変化してきています。私たちは,言 葉が永遠

不変のものであってほしいと願う反面,現 代に即した新しい言葉を求めています。

(中央大一商)

(大阪教育大)



δσ

田  
次の日本文を英訳しなさい。

(1)動物園の売店で,紙 コップにはいったコーヒーと,

げたのを買ったら,両 方で450円だった。

(8)母 親は息子を机に向かわせるこ

ある。

(解答 ・解説は別冊の p.212)

紙袋につめこまれたジャガイモの揚

とはできるが,本 当に勉強するかどうかは本人しだいで

(以上,信 州大)

121 たとえば万年筆 とか書類 とか,紛 失したと思っていたものがしばらくあとになって思い

力ゞけないところから出て くること力ゞある。                 (以上,徳 島大)

(3)自 分たちで世話をするという約束で私は息子たちにペットのウサギを買ってやった。い

つものことながら,私 が責任を取る羽目になってしまった。

(4)あ る日の夕方,私 は嫡療(鴛々
し
)をおこして言った。「私が面倒を見てなかったらあのツサ

ギは何回死んだと思っているの。」しばらくして12歳の息子が答えた。「一回さ。」

(以上,広 島大)

(5)若 いときに,読 書の習慣を身につけるのは何よりも大切である。 というのは,読 書から

喜びと教訂‖を得ること力ゞできるからである。               (和洋女大一英)

(6)都 会のまん中に住んでいても,ち ょっと交「外に出るとたんぼや畑がいっぱい残っていた

し,あ ぜ道にはカエルやヘビなどがいくらでもいた。             (弘前大)

仔)読 者が本を1個 の商品だと感ずることは少ないし,読 者が自分のことを本の消費者であ

ると思うこともまずない。しかし,本 を買う人 も,経 済的にいえば, りっぱな消費者であ

る。〔注〕 商品=commodity

(9)西 洋ではスポーツは, くつろぎや楽 しみや仕事のあとの気晴 らしであるが,日 本では

「道」(a`way'),つ まり精神 と肉体をみが く手段である。          (鹿児島大)



第 6章  長文の和文英訳問題 σ7

□ 下線部英訳問題

到倒劇到
□

次のま本文の抑 軌 0を 英語 こ訳 しなれ 、 (解答 ・解説は別冊の p:213)

TOm Kobayashiは 日系二世のアメ リカ人であるが,(D今 20歳になって初 めて父の故国

日本 を訪ねる夢 をかなえることがで きた。 修)日本 に来てみると,ア メリカと似ていること

が少な くなかったが,や はり,違 っていることのほうが,ず っと多 くびっ くりした。

(宇都宮大)

田
次の日本文の下線蒜 H〕 を英討 こ訳しなれ 、 (解答 ・解説は別冊の p.213)

(1)「人生は1枚 のコインのようなものだ。どのように使ってもいいが,た だ 1回 だけしか

使えない。その 1度 しか使えないコインをどのように使 うかはきわめてむずかしい。 (2)旦

してや,そ の選択がい く通 りも可能である場合はなおさらである。」 (東京学芸大)

田
次の文章を読ん■ 下的 00を 英語 こ訳しなれ 、

(解答 ・解説は別冊のp.213)

(Dわ たしは'若 いときから友だち運にめぐまれていた。修)学生時代には,先 生 よりむし

ろ,そ れらの友人から,さ まざまなことを,学 びとった。研究生活にはいってからも,勉 強

のしかた,研 究の進めかたなどについて,友 人から教えられたことがたいへん多い。それぞ

れ専門はちがつていても,方 法の点では共通の問題が多かったのである。それも,開 き直っ

て科学方法論 と称するほどのことではなく,研 究の進めかたの,ち ょっとしたコツみたいな

ものだが,か えってほんとうの役に立ったのである。僧)そういうことは,本 には書いてな

いものだ。 (宮城教育大)



鋸

□
次の日未文の下線軌 0珊 を英語 こ訳 しなれ 、 (解答 ・解説は別冊の p.213)

(1)量五ではあらゆるものが自動販売機 (vending machine)で 買えるようになった。そ

の普及ぶりは実にめざましいものだ。

修)先日どこかで読んだ話だが,拾 った百円玉でジュースを買うサルさえ現われたそうだ。

電車の切符,映 画館の入場券,温 かいうどんから雑誌まで自動販売機で買える。

僧)「これ ください」 とか 「い くらですか」 と店員に言う必要もなくなった。に)買
い物 もた

いていスーパーで間に合う。好 きなものをかごに入れてレジで黙って払う。水道,電 気,ガ

スの料金 も銀行振込になっているから集金人 と話をする必要がない。一日中ひと言も話さな

くても生活の必需品は手に入れることができる。ひとり暮 らしの人など,夜 ,寝 ようとして

ふと考えてみると,6)一 里野だれとも口塗きかなかったことに気がつき,用 もないのに友

だちに電話をすることも珍しくない。まさに無声生活の時代である。 (小樽商大)

臣亘副  
次の日本文の下線部を英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.214)

(1)昨今,い たるところにマニュアル,手 引書のたぐいが氾濫している。一方では,あ れを

しろ2 二盗をしろと指示されなければ何もしない,何 をして立ュいの力〉わから埜立:2 ≧立≧う

若者が増えている。実に奇珍な光景だ。 (慶大一経)

(2)流 暢な言葉だけが,人 間のコミュニケーションに役立つわけではない。むしろ,言 葉の

奥にひそんでいるものを探り合う作業が,相 互の結びつきを緊密化する。だから異国で得

たよい友人は,日 本で得た友人より,深 い芯の部分で理解し合っているようなところがあ

る。 (大阪大)

田
次の日本文の帥 軌 0を 英訓 こ訳 しなれ (解答 ・解説は別冊の p.214)

(D家族 と海外で生活してきた生徒は国際的であると一般に言われているが,本 当のところ

はそんなことはないという場面が多々あった。修)ほとんどバスや電車に自分で乗ったことが

なく,乗 りかたさえ知らない生徒が多かった。 (宇都宮大)



匿王函 
次の日本文の下線部を英語に訳しなさい。

第 6章 長文の和文英訳問題 δ9

(解答 ・解説は別冊の p.214)

ある1年生のクラスに,授 業中じっとしていられないK君 という生徒がいた。ある日,私

が別の生徒に手を焼いていると,“Go back to your seat!ルとぃぅ声がする。いったいだ

れがしゃべった英語かと思って振 り向 くとK君 である。K君 自身が何度 となく私にそう言っ

て叱られていたのだ。耳からはいった英語のせいだろうか,実 に自然に出てきたのでびっく

りした。 (大阪教育大―中―英)

四
次の日本文の帥 軌 0を 英語 こ訳 しなれ 、 (解答 ・解説は別冊の p.214)

昔の子供より,今 の子供のほうが恵まれている点は多い。(Dそれなのにあまり幸せに見え

ないのは,お となの描 く未来像にあまりにも左右されているからではないか。昔,子 供はお

となの社会の外部にあることで,輝 いていた。修)今の子供は親の期待を受け,親 の視線に守

られて,親 の決めた進路を歩かされている。

国
次の日本文の下線部的 0を 英語 こ訳 しなれ 、

(神戸大)

(解答 ・解説は別冊の p.214)

ピアノを練習するとき,ひ いたりひかなかったり,で は上達はおぼつかない。l_/1いくら熱

心に稽古しても, 2日 も3日 も休んでは,進 歩するより退歩するほうが大 きい。

“)外国のことわざに,「今日できることを明日にのばすな」というのがある。あとで,と

思っていると, 1日 のばしになって, とうとうしないでしまうということになりかねない。

lIPlこれが一番よくあてはまるのが手紙である。 (九大)

四
次の日本文の下線抽 W剛 を英調 こ訳 しなれ 、 (解答 ・解説は別冊の p。215)

(D私 の友人がカリフォルエア大学での 1年 間の留学を終え,先 日帰国した。一緒にビール

を飲みながら,彼 が合衆国滞在中に体験したことをめぐって,よ もやま話をした。彼はサン

フランシスコの近 くに住んでいたのだが,ア メリカの大都会での治安の悪さにはまったく驚

いた様子だった。修)毎日パ トカーや救急車が疾走するのを見て初めて,日 本 とはずいぶん違

う国へ来たことを実感したのだった。アメリカの知人から夜間外出することは控えるよう忠

告され,そ のため劇場や音楽会に一度 も行けなかったそうである。僧)彼は日本のように世界

一安全な国に住んでいることをありがたく思わずにはいられなかったと言っていた。

(大分大)



初

発 展 問 題

歴璽□  
次の 日本文の下線青Fを英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.215)

音楽 と美術 1 何 という著しい対照だろう。およそ一切の表現中で,こ れほど対照の著し

く,芸 術の南極 と北極 とを,典 型的に示しているものはない。まず音楽を聴 きたまえ。あの

ベー トーベンの交響楽や,シ ョパンのノクターンが,い かに情熱の強い魅力で,諸 君の感情

を煽(そ)ぎたてることか。

これに対 して美術は,何 という静かな落ち着いた芸術だろう。諸君は音楽会の演奏を聴い

た後で,直 ちに美術展覧会に行 くがよい。あの澄んだ柔らかい光線や気分の中を,あ ちこち

と観賞しつつ歩けば,い かに音楽 と美術 とが,芸 術の根本的立場において,正 反対にまで異

なっているかを知るであろう。 ―萩原朔太郎 「詩の原理」より (聖心女大)

図  
次の 日本文の下線部を英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.215)

(1)旅 行者はまた必然的に独立した個人である。訪れた土地のいかなる組織にも属さず,組

織からの束縛がないから,そ の言動においても,思 考においても,自 由である。その自由

は,彼 の中立性,客 観性,正 確さのために,有 利な条件 として働 くだろう。しかし組織を

通じて社会に働 きかけることができないから,周 囲の環境に対する影響力はほとんどない。

その無力は,そ の社会内の出来事についての無責任を意味すると同時に,社 会に働 きかけ

ながらその反応を通じてのみ知 り得るような社会の一面を知 り得ないというかぎりで,知

識の限界 も意味する。か くして旅行者は,自 由で無力な個人である。

(2)ネ ス湖に怪物がいるのではなかろうか, と噂が立ったのは1933年,湖 に沿って新しい道

路が作 られてからである。それ以来今日までに数千人の怪物目撃者が出ているのだが,目

撃者の証言は,「長い首を上下にふ りながら,ゆ っくりと湖を泳 ぐ,全 長10メー トル ぐら

いの怪物」だったと,ほ とんど一致している。

[蔓璽∃ 
次の日本文の下線部を英語に訳 しなさい。

(以上,一 橋大)

(解答 ・解説は別冊の p.215)

子供を教育する場合に,親 たちはまず自分たちを正 しているだろうか。子供に 「テレビば

かり見てはいけません」 と言いながら自分はドラマの番組にしがみつき,子 供には 「本を読

みなさい」 と言いながら自分は週刊誌を2,  3ページ読むだけでぱたりと眠ってしまうよう

な生活をしてはいないか。 (京都教育大)
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□ 全文英訳問題

臣亜□  
次の 日本文を英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.216)

(1)日 本人がアメリカ社会を訪れたときに経験する最初の驚 きは,わ れわれ日本人が外国人

をもの珍しく,親 切に扱うほどには,ア メリカ人は自分たちを珍しく思ってもくれないし,

また扱ってもくれない, ということでしょう。               (岡山大)

( 2 ) A

B

A

B

きょうはなんだか眠そうな顔 をしているわね。

昨晩,本 を読んでいたらあまりおもしろくて眠れなかったの。

夜ふかしはか らだによくないわ。        す

で も,眠 れないほどおもしろい本に出会 うなんてそうたびたびあることじゃないわ。

(大谷女大)

G)な るほど諺には 「雄弁は銀,沈 黙は金」 とあります。

のは,ど ちらかというと話好 きな欧米人の間だけです。

もっと 「銀」を大切にしなければなりません。

(4)困 ったことに,最 近の子 どもたちは,お もちゃがないと,

からないようである。自分で何かを創 り出したり,自 分なり

いものだろうか。

しかし,「沈黙」が尊ばれている

日本人はことに国際的な会合では,

(広島修道大一人文)

どうして遊んだらいいのかわ

の遊びを工夫 して,楽 しめな

(津田塾大―英)

(5)庭 のある家に住みたいというのが平均的日本人の強い希望である。地価急騰のために,

大都市ではこの願いは夢でしかなくなった。この意味では,む しろ前橋のような地方都市

でこそ文化生活が可能だといえそうだ。

(6)ス ーパーでの買い物はたしかに便利だ。野菜から鮮魚,肉 類,缶 詰にいたるまで,広 い

範囲の商品がそろっているからだ。その一方,消 費者が店員から十分な説明が得 られない

ことが難点である。 (以上,群 馬大)



囲  
次の日本文を英語に訳 しなさい。 (解答 ・解説は別冊の p,216)

(1)友 情には,私 利私欲をさしはさまないのが本当だと思う。私は友人に,私 のために何か

取計 らって くれと頼んだり,物 質的な利益を得 られるようにして くれと頼んだりしたこと

はほとんどない。ただ友人 とのつき合いを楽しみ,彼 らも私 とつき合って喜んでいるのを

見て満足しているだけである。

(2)何 によらず,こ れまでにできないと思っていたことが何かの拍子に突然できるようにな

ったり,こ れまでよくわからずにもやもやしていたものが突然理解できたりするのは人生

における大いなる喜びのひとつだと思う。そういう時はあたかも目の前の不透明なヴェー

ルが 1枚 すっとはがれたような気がするものである。

(3)若 くして多 く

人生がわかって

べてが,必 ずし

る。 (以上,京 大)

“)① 自分の心は自分の思うとおりになる。そう信じ込んでいる人たちが意外に多い。肉体

についても,健 康なあいだは同様である。②しかし,ひ とたび病気になると,自 分の肉体

も自分の思うとおりにならない法則によって支配されていることに気がつくのである。

(広島大)

6)な ぜ英語教師になったのか とよく生徒に聞かれることがあります。中学 1年 で初めて英

語に触れたときに,そ のときの英語の先生が,人 格,語 学的能力,生 徒に対するいろんな

配慮 について,非 常にすばらしい先生でした。たった 1年 間でしたけれ どこういう先生に

教わったということが,の ちになって私が知 らず知 らずのうちにこの道にはいることにな

の詩や小説になれ親 しんでしまうと,社 会体験皆無であってもなんとなく

しまったような気になるものだし,い ざ社会に出ると,体 験することのす

も小説のように,感 動的でないため,失 望したり幻滅したりするものであ

ったのだなあと,今 では思っております。 (大阪教育大)



発 展 問 題

巨蔓国  
次の日本文を英語に訳 しなさい。

(1)空 気 と水はどこにでもある。日本人の多 くがこの意識をはっ

ごしているのが実態である。しかし,空 気 と水がなかったら,

て,多 くの生物がこの地球上に生息できなかったはずだ。

(5)ロ ンドン動物園は,世 界各地の動物,鳥 ,魚 ,

た。だが,子 供たちの娯楽が増えてきたせいか,

に陥っている。

(徳島大)・

(2)朝 刊が休みの日は手持ちぶさただ。いつもはあわただしい朝の時間が特に長 く感 じられ

る。しかし,朝 のコーヒーを楽しみ,駅 までゆったりと歩けるのはこの日だけだ。休刊日

もまんざら捨てたものではない。

僧)湖 岸の町では,廃 水が浄化されずに流され続けているために湖の生物に悪影響を及ぼし

ている。良い自然環境を求めて人がたくさん湖の周辺に住むようになったことも,ひ いて

は水 という大切な環境を破壊する原因になるのだから皮肉なものだ。 (以上,京 大)

(4)訪 れた外国の印象を語ろうとするとき,私 がまず思い浮かべるのは,食 物でも建物でも

なく,私 と言葉をかわした人の顔であり,考 え方である。出会った人間とのつきあいが深

いほど,そ の国に親しみを覚える。

(6)テ レビが普及してどのお茶の間にもあるようになった古

健康にさまざまな変化がでている。家庭内の会話が少な く

眠時間が減少しているのである。

第 6章  長文の和文英訳問題 籍

(解答 ・解説は別冊の p.217)

きりもしないで何気な く過

われわれ人類 をはじめとし

昆虫などを集めて,市 民に親 しまれてき

このところ入場者の数が減少し,財 政難

(以上,徳 島大)

その結果,日 本人の生活様式や

な り,深 夜放送 を見るために睡

(7)夜 のニュースショーで自然の生中継をやっている。自然は大事です。野生を守 りましょ

う, といいながら,撮 影のためのライ トを真昼のように照らして,寝 ている鳥などを驚か

せている。生でやる必然性があるのか。 (以上,群 馬大)



図
次の日本文を英認 こ訳 しなれ 、   御躍羊 徹 劇 冊の輝 0

(1)今 日,本 を読む余裕があるのはぜいたくのように思われる。 というのも,生 活が忙 しく

なるにつれて,だ んだん本を読む時間が少なくなってきているからである。読書はいまや

娯楽 というよりも,わ れわれが子供に伝えなければならない文化遺産の一部 と考えている

人 も少なくない。 〔注〕 遺産=heritage (東北大)

(2)Nadine Gordimerは ここ25年来女性 として初めてノーベル文学賞を受けることになっ

た。受賞通知は彼女の愛読者を喜ばせ,彼 女が生まれ育った南アフリカヘの興味を増大さ

せた。                                   (実践女大一文)

僧)い ま科学が変貌しようとしている。純粋な観念の世界のなかで永遠不変の真理を探求す

るものと思われてきた数学にさえ,多 様な現実と対話しながら自己を革新 していこうとす

る動 きが出てきた。 一―浅田彰 「変貌する科学」より (聖心女大)

(4)人 間は,客 観的世界にだけ生 きているのではなく,む しろ,そ れぞれの社会でコミュニ

ケーションの手段 となっている言語に大 きく左右されているのである。人間は本質的に言

語を使わず現実に適応しているとか,言 語はコミュニケーションや思考 という特定の問題

解決のための付属的な手段にすぎないなどと考えるのは,ま ったくの幻想である。

(山形大一人文一文)

(5)あ なたがどこかの土地を訪れようとすると,当 然のことながら土地が主人公 となる。ガ

イ ドに案内されようと,ガ イドブックを持って歩こうと同じことなのだ。まずどこへ行 こ

うかとプランをたてるそもそもの始まりから,場 所が主導権を握 り,あ なたはその従順な

奴隷 となってしまう。

脩)初 対面のときには,相 手がいったいどんな人か分からない。何 となく重苦しい雰囲気で,

緊張しているし,多 少 とも不安である。そんなとき,お 互いにエコッと笑い合えたら,そ

れで意志が通 じ合えたような気になり,安 心して話せそうに思えて くる。  (以上,京大)

(7)大 きな都市には必ず大河が流れ,そ の河が町の発展に深 く関わってきた。ここローマに

も同じことが言える。この市を買流するテベレ (Tiber)ナ||を抜 きにしてローマを語るこ

とはできないようだ。 (滋賀医大)
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□ 日本文による出題

ヨ」回ヨ
あなたがアメ リカに滞在 していて時計店で店員 と会話すると仮定 し,次 の(1)～(3)の意

味 ・内容をすべて含む文を英語で 2文 以内にまとめて書 きなさい。

(解答 :解説は別冊の p.219)

(1)腕 時計がひどく遅れるようになった。

修)大 急ぎで直してほしい。

(3)明 後日この時計をして旅行に出かける予定である。 (同意社大―法 ・神)

あなたのお父さんが週末留守の間にアメリカ人のビジネスマンから電話がかかり,あ

なたが応対 したと仮定する。以下の(1)～(3)の意味 ・内容をすべて含む応対文を英語で

2文以内にまとめて書きなさい。

(1)父 は週末不在。

(2)日 曜の夕方 7時 までには帰宅の予定。

(3)伝 言の有無を問う。

(解答 ・解説は別冊の p.219)

アメリカのおもちゃ会社に英文の手紙を書 くと仮定 して,

をすべて含む文を英語で 2文以内にまとめて書きなさい。

(同意社大一経済)

以下の(1)～(3)の意味 ・内容

(解答 ・解説は別冊の p.219)

(同志社大一商)

(解答 ・解説は別冊の p.219)

(宇都宮大)

(解答 ・解説は別冊の p.219)

□

□

８

(1)あ なたの会社の新発売の人形を5つ送ってほしい。

(2)2月 末までに入手したい。

僧)航 空便で送ってほしい。

「お年玉」を20語前後の英語で説明 しなさい。

次の日本語を英語で簡単に説明 しなさい。

留守番電話

聴診器 (岡山大)



括

友情についてのあなたの体験,あ るいはあなたの理想とする友情について,80語 から

120語程度の英語で書きなさい。            (解答 ・解説は別冊の p.219)

(東京学芸大)

日本には年賀状をやりとりする習慣がある。それがどういうものか,例 えばクリスマ

スカー ドと比較 しながら,外 国人にわかるように英語で説明 しなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.220)

(山田大)

匡茎∃ 
あなたは大学生活に何を期待しますか。それを70語程度の英文で書きなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.220)

あなたは将来 どんな仕事をしたいですか。その仕事を記 し,理 由を70語程度の英文で

書 きなさい。 (解答 ・解説は別冊の p.220)

(以上,日 本女大一文)
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発 展 問 題

あなたは今アメリカに留学 して,ホ ームステイしています。ある日,学 校で友人から

突然誕生会に招待されました。学校から帰宅するとだれもいません。そこで,伝 言を

書いて出かけることにしました。次の内容を盛 り込んで,そ の伝言を英語で書きなさ

(解答 ・解説は別冊の p‐220)い 。

1.き ょう突然 Megの 誕生会によばれた。

2.帰 宅するとだれもいない。

3.会 は5時 に始まるので,夕 食はいらない。

4.自 転車で行 く。

5.遅 くても9時 までに帰る。 (弘前大)

日本人は余暇の使い方が下手だとよく言われている。もし高校が週休 2日制になった

ら,あ なたの生活はどのように変わると思 うか。100語程度の英語で書きなさい。

(解答 ・解説は別冊のp=220)

(愛知教育大)

「英和辞典」とはどのようなものかを英文で説明 しなさい。長 さは解答欄 (19Cmの 横

線が 7本 与えられている)を 満たす程度 とする。ただし,そ の内容と使いみちに関す

る説明が英文の中に必ず含まれなければならない。   (解答 ・解説は別冊のp.220)

(福井大)

ワイキキの海岸で写真を撮つていたら,カ メラのファインダーに下の情景がはいつて

きました。前面の 3人 を含む短いス トー リーを100語以内の英語で作 りなさい。

(解答 ・解説は別冊の p.221)

(弘前大)



熔

□ 英文による出題

図
働

①

②

③

ヨ」倒ヨ
次の 3つ の トビックから 1つ を選び, 5行 以内で英文にまとめなさい。選んだ トビッ

クを記 しなさい。

〔解答用紙には12.5cmの横線が5本与えられている〕

February一 the、vorst rnonth of the year?

All students should take part in sports.

What l want to do after university.

(解答 ・解説は別冊の p.221)

(宮城教育大)

次の設間に答えなさい。                (解答 ・解説は別冊のp.221)

`information,' 
化rain,' 化ime'の 3語 を使って,駅 での会話にふさわしい英文を20語

前後で作 りなさい。

(2)次 の英文は 「節分」について説明したものである。下線部 を補って説明を完成 させな

さい。

S夕な物う物%(Feb.3). This festival takes place on the day before」Rゲss乃ク%,the

first day of spring on the Chinese calendar.  Roasted beans are scattered in and

around the house in order to

(山田大)

臣璽□  
次の語句 を用 いて英文 を書 きなさい。

(1) according to

(2) even if

(解答 ・解説は別冊の p.221)

(名古屋市大)
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What is your opinion regarding the possible reduction of the regular

school week from 6 to 5 days?          (解答 ・解説は別冊の p.221)

(九大)

Translate the following Japanese announcemellt into]English using coHLロ

plete sentences。                             (解答 ・解説は別冊α)p.221)

(例)迷 い猫,生 後 6か 月,白 黒の子猫,発 見場所 ;中央公園付近,連 絡先 ;ジ ョン・ス

ミス,朝 日町115番地

I found a six―Inonth‐old kitten.  Itis black and white.  It was near Central

Park, Please contact John slnith at l15 Asahiamachi.

家庭教師求む。中学 3年生女子,英 語と数学,時 給2,000円,夕 食付き,毎 週水曜日,夕

方5時～ 7時,交 通費支給,問 い合わせは鈴木まで,夜 8時以降,電 話 :54-3208。

(静岡大)

あなたは友人のCathyに パーティーの招待状を書いている。地図をもとに矢印にし

たがって,あ なたの家までの道順を英語で説明しなさい。 (解答 ,解説は別冊のp.221)

〔解答用紙には16.5cmの横線が5本与えられている。〕

Dear Cathy,

I anl having a party atrny new house.

在ヽay 8 at6:30. Can you come? Here

When you get off the bus at College

Apri1 24

1t's going to be Friday,

are the directions i

Street,keep going until

I hope you can lnake it. Please call rne(527‐4819)if you can't

come.

(山口大)



卸

What do you think of scれoοJ

30 English words.

発 展 問 題
Using your imagination freely and creatively,imagine two brothers or

two sisters(give them mames)who are reIIlarkably unlike each othlr in

appearance,tastes,and lifestyle,and describe them in at least 100 words

of English。                            (解答 ・解説は丹J冊のp.222)

(一橋大)

"乃,fo「恥 ? Give your opinion on it in abOut

(解答 ・解説は別冊の p.222)

(岡山大)

eniOyed

(香川大)

Choose one of the f0110wing compositions. Follow the instructions given

and lmake sure you write using paragraphs. Write in垣肋晒rJjstt between

100-150 words. (解答 ・解説は別冊の p.222)

①  
`Fortunately 

it was Only a dream!' Write a story ending with these words.

②  You have received an invitation to a friend's wedding,but it is impossible for

you to accept it. Write a letter tO your friend explaining this and mentioning

the present you are sending.  Set your、vork out as a letter.

③  You are looking after sOme young children.  Tell them a story you

when you were a child.

④～⑤省略


