英語が得意になるための例文集・修了証への公式テスト

例文集１～20 ページテスト（4 点×25 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．早寝早起きをするのは健康にとってよい。
It is good (

) the health (

) keep early hours.

２．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (① at ② with) my homework.

３．彼が息子のことを誇りに思うのは当然のことだ。
It is natural that he (① will ② may ③ should) be proud of his son.
＝He (④ may well ⑤ may good) be proud of his son.
４．それを修理してもらうのに 10 ドルかかった。
(

)(

) me ten dollars to have it repaired.

５．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

６．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
７．私は毎日，日記をつけることにしている。
I make (

) a rule (

) keep a diary every day.

８．必ずドアに鍵をかけるように注意しておきなさい。
(① Look ② See) to it that the door is locked.
＝Make (③ sure ④ mind) that the door is locked.
＝Lock the door without (⑤ fail ⑥ failure).
９．過ちを犯したのは彼だった。《強調構文》
It was (① he ② him) that (③ attacked ④ made) a mistake.
10．私は昨日になって初めて列車の中に傘を忘れてきたことに気づいた。
It was not (

) yesterday (

) I found I had (① forgotten ② left) my umbrella

in the train.
11．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

12．私が君に言いたいことは，世界から石油がなくなりつつあるということだ。
(① What ② That) I want to tell you is (③ what ④ that) the world is running out of oil.
13．私は持ち合わせていた少ないながらもすべてのお金をその乞食に与えた。
I gave the beggar (

) little money I had with me.

14．彼は，いわゆる生き字引だ。
He is (

) we call a walking dictionary.
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15．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① that ② which ③ but) made her angry.
16．自分のためになるような本を読みなさい。
Read such books (① that ② as) will (③ give ④ do) you good.
17．読書と精神の関係は食物と身体の関係に等しい。
Reading is (

) the mind (２つ選べ ① as ② what ③ which) food is (

) the body.

18．私が好きなのは，トムではなくジョンだ。
It is not Tom (① as ② what ③ but) John that I like.
19．彼が病気から回復する見込みはない。
There is no hope (① that ② which) he will recover from his illness.
＝There is no hope (

) his recovering from his illness.

20．彼女は彼にそれをさせた。
She made him (① do ② to do) it.＝She had him (③ do ④ to do) it.
＝She let him (⑤ do ⑥ to do) it.＝She got him (⑦ do ⑧ to do) it.
＝He was made (⑨ do ⑩ to do) it by her.
21．鳥たちがさえずるのが聞こえた。
We heard some birds (① sing ② to sing).
＝Some birds were heard (③ sing ④ to sing).
22．私は財布を盗まれた。
I had my purse (① steal ② to steal ③ stolen).
＝I got my purse (④ steal ⑤ to steal ⑥ stolen).
23．私は英語で自分の言うことをわかってもらえなかった。
I couldn’t make myself (① understand ② to understand ③ understood) in English.
24．長い間待たせてごめんなさい。
I’m sorry to have kept you (① to wait ② waiting ③ waited) for a long time.
25．The party was great. You (① should have attended ② must have attended ③ ought have
attended) it.
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～40 ページテスト（4 点×25 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (① at ② with) my homework.

２．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

３．過ちを犯したのは彼だった。《強調構文》
It was (① he ② him) that (③ attacked ④ made) a mistake.
４．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

５．自分が正しいと思うことをしなさい。
Do (① what ② that) you think is right.
６．私は持ち合わせていた少ないながらもすべてのお金をその乞食に与えた。
I gave the beggar (

) little money I had with me.

７．私が今日あるのは父親のおかげだ［直訳：私は今の私を父親のおかげとする］。
I owe (

) I am (① for ② to) my father.
ひとがら

８．人の価値は，財産にあるというよりむしろ，人柄にある。
The value of man lies not so much in (

) he has (① as ② than) in (

) he is.

９．彼はもはや昔のような親切な人ではない。
He is not the kind man (① that ② who ③ which) he used to be.
10．私が好きなのは，トムではなくジョンだ。
It is not Tom (① as ② what ③ but) John that I like.
11．彼女は彼にそれをさせた。
She made him (① do ② to do) it.＝She had him (③ do ④ to do) it.
＝She let him (⑤ do ⑥ to do) it.＝She got him (⑦ do ⑧ to do) it.
＝He was made (⑨ do ⑩ to do) it by her.
12．私は時計を修理してもらった。
I had my watch (① repair ② to repair ③ repaired).
＝I got my watch (④ repair ⑤ to repair ⑥ repaired).
13．私は彼がそれをするのを許した。
I allowed him (① do ② to do) it.＝I let him (③ do ④ to do) it.
14．Go back to your room and continue with your homework. You (① should not ② cannot) have
finished your homework in (③ such short time ④ so short a time).
15．私は君から便りがあることを楽しみにしています。
I am looking forward to (① hear ② hearing)(③ from ④ of) you.
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16．彼は哲学を勉強することを目的としてオクスフォード大学に入学した。
He entered Oxford University with a view to (① study ② studying) philosophy.
17．彼は我々が行くことに反対している。
He objects to (① we ② our)(

).

18．This watch needs to be repaired.
＝This watch wants (① to repair ② repairing ③ being repaired).
19．I am in no mood for studying.
＝I don’t feel (

) studying.

20．Would you mind if I smoke?
＝Would you mind (

)(

)?

21．座るためのイス
a chair to sit (① on it ② on ③ 不要)＝a chair on which (

) sit

22．The ice was so thick that we could walk on it.
＝The ice was thick (

) to walk (① on ② on it).

23．金持ちが必ずしも幸福だとは限らない。
The rich (① is ② are) not (２つ選べ ③ always ④ least ⑤ necessarily) happy.
24．彼は私の三倍の本を持っている。
He has three (
＝He has three (

)(

) many books (

) I have.

) the number of my books.

25．彼は私より３歳年上だ。
He is (① junior ② senior)(③ to ④ than) me (⑤ by ⑥ for) three years.
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～60 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

２．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
３．私は昨日になって初めて列車の中に傘を忘れてきたことに気づいた。
It was not (

) yesterday (

) I found I had (① forgotten ② left) my umbrella

in the train.
４．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

５．読書ができないほど忙しい人はいない。
Nobody is so busy (① that ② as ) he cannot read books.
＝Nobody is so busy (③ unless ④ but) he can read books.
６．私が今日あるのは父親のおかげだ［直訳：私は今の私を父親のおかげとする］。
I owe (

) I am (① for ② to) my father.
ひとがら

７．人の価値は，財産にあるというよりむしろ，人柄にある。
The value of man lies not so much in (

) he has (① as ② than) in (

) he is.

８．彼はもはや昔のような親切な人ではない。
He is not the kind man (① that ② who ③ which) he used to be.
９．読書と精神の関係は食物と身体の関係に等しい。
Reading is (

) the mind (２つ選べ ① as ② what ③ which) food is (

) the body.

10．彼が病気から回復する見込みはない。
There is no hope (① that ② which) he will recover from his illness.
＝There is no hope (

) his recovering from his illness.

11．私は床屋で頭を刈ってもらった。
I had my hair (① cut《原形》② to cut ③ cut《過去分詞》) at the barber’s.
12．私は宿題を明日までに仕上げるつもりだ。
I will get my homework (① finish ② to finish ③ finished)(④ till ⑤ by) tomorrow.
13．私は英語で自分の言うことをわかってもらえなかった。
I couldn’t make myself (① understand ② to understand ③ understood) in English.
14．私は彼がそれをするのを許した。
I allowed him (① do ② to do) it.＝I let him (③ do ④ to do) it.
15．The ground is covered with snow. It (① cannot ② must ③ need) have snowed all night.
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16．He saved his money in order to study abroad.
＝He saved his money so (① that ② as) he (③ should ④ might) study abroad.
17．私は君から便りがあることを楽しみにしています。
I am looking forward to (① hear ② hearing)(③ from ④ of) you.
18．私は空の旅に慣れている。
I am accustomed to (① travel ② traveling) by (③ sky ④ air).
19．散歩しませんか。
(２つ選べ ① How ② What ③ Why) about taking a walk?
＝What do you say to (④ take ⑤ taking) a walk?
＝Why (⑥ not ⑦ don’t) take a walk?
20．私は自分の言うことを英語で伝えることで苦労した。
I had difficulty (① make ② to make ③ making) myself understood in English.
21．This watch needs to be repaired.
＝This watch wants (① to repair ② repairing ③ being repaired).
22．He is not only a doctor but also a teacher.
＝(① Beside ② Besides)(③ be ④ being) a doctor, he is a teacher.
23．書くためのペン

a pen to write (① on ② with ③ 不要)

24．それに関しては君が悪いのだ。
You are to (① blame ② wrong)(③ on ④ for) it.
25．You must work hard if you are to succeed.
下線部の“be＋to”は“(２つ選べ ① 意図 ② 予定 ③ 目的 ④ 可能)”を表す。
26．The ice was so thick that we could walk on it.
＝The ice was thick (

) to walk (① on ② on it).

27．It is said that he was clever.＝He is said to (

)(

) clever.

28．彼は私より２倍速く泳ぐことができる。
He can swim (

) as fast as I can.

29．イギリスの人口は日本の人口の半分だ。
The population of England is half as (① many ② much ③ large) as (④ that
⑤ one ⑥ it) of Japan.
30．トムは２人の少年のうち背が低い方です。
Tom is (① shorter ② the shorter ③ shortest ④ the shortest) of the two boys.
31．彼は私より３歳年上だ。
He is (① junior ② senior)(③ to ④ than) me (⑤ by ⑥ for) three years.
32．彼は死んだも同然だ。
He is as (① good ② well ③ same) as (④ death ⑤ dead).
33．He is not such a fool as to tell a lie.＝He knows (

) than to tell a lie.

34．君は行かない方がよい。 You (① had better not ② had not better)(③ go ④ to go).
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35．彼は決してうそつきではない。
He is far (

) a liar.＝He is by no (① mean ② means) a liar.

《次ページへ続く》

36．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
(

) more books you read, (

) more knowledge you can get.

37．I have only ten dollars.
＝I have (① not ② no)(③ more ④ less) than ten dollars.
38．クジラは，馬が魚でないのと同様，魚ではない。
A whale is not a fish (① no more ② no less ③ any more) than a horse is.
39．君の成績は私の成績よりはるかによい。
Your grades are (２つ選べ ① much ② very ③ far) better than mine.
40．彼の英語はずば抜けてすばらしい。
His English is (２つ選べ ① much ② very ③ by far) the best.
41．私たちは明日で結婚５周年だ。
We (① will be ② will have been ③ are ④ have been) married for five years by tomorrow.
42．今朝からずっと雨が降っている。
It (① is raining ② rains ③ has been raining ④ has rained) since this morning.
43．遠くへ行かないうちに雪が降り始めた。
I (① have not gone ② did not go ③ had not gone) far before it began to snow.
44．もし私が金持ちなら，それを買うのに。
If I (① am ② were ③ would be) rich, I would buy it.
45．その本の用が済めば貸して下さい。
Please lend me the book when you (① will do ② do ③ will have done ④ have done) with it.
46．君には行ってもらいたいものだ。
I would rather you (① go ② went ③ had gone).
47．As I did not know what to say, I remained silent.（単文に書き換えなさい）
＝(

)(

) what to say, I remained silent.

48．彼は弟と比べると，そんなに勤勉ではない。
(① Comparing ② Compared) with his brother, he is not so diligent.
49．あらゆることを考えると，その本は読む価値がある。
All things (① considering ② considered), the book is worth (③ reading ④ to be read).
50．●口にいっぱい食べ物を含んだまましゃべる
●足を組んで

talk with one’s mouth (

)

with one’s legs (① crossing ② crossed)

●窓を開けたまま

with the windows (③ opening ④ opened ⑤ open)

※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。
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例文集１～80 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
２．読書ができないほど忙しい人はいない。
Nobody is so busy (① that ② as ) he cannot read books.
＝Nobody is so busy (③ unless ④ but) he can read books.
３．実は我々は離婚してしまったのである。
The fact is (① what ② that) we got divorced.
４．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① that ② which ③ but) made her angry.
５．自分のためになるような本を読みなさい。
Read such books (① that ② as) will (③ give ④ do) you good.
６．読書と精神の関係は食物と身体の関係に等しい。
Reading is (

) the mind (２つ選べ ① as ② what ③ which) food is (

７．彼が病気から回復する見込みはない。
There is no hope (① that ② which) he will recover from his illness.
＝There is no hope (

) his recovering from his illness.

８．目が覚めると私は，ベッドに寝転んでいた。
I woke up to find myself (① lying ② laying ③ lay ④ lied) on the bed.
９．I was successful because you helped me.
＝Thanks (① to ② as ③ for) your help, I was successful.
10．私は君から便りがあることを楽しみにしています。
I am looking forward to (① hear ② hearing)(③ from ④ of) you.
11．散歩しませんか。
(２つ選べ ① How ② What ③ Why) about taking a walk?
＝What do you say to (④ take ⑤ taking) a walk?
＝Why (⑥ not ⑦ don’t) take a walk?
12．私は自分の言うことを英語で伝えることで苦労した。
I had difficulty (① make ② to make ③ making) myself understood in English.
13．I couldn’t go out because it was raining heavily.
＝The heavy rain (① prevented ② pretended) me (③ from ④ about) going out.
14．書くためのペン

a pen to write (① on ② with ③ 不要)

15．私は彼の家を訪ねたが，結局彼は留守だった。
I visited his house, (① so to ② never to ③ only to) find him out.
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16．最近ますます多くの人が海外旅行をしている。
These days more and more people (① are ② have been) traveling abroad.
＝Recently more and more people (③ are ④ have been) traveling abroad.
17．Please tell me when we should start.
＝Please tell me when (

) start.

18．彼は私の三倍の本を持っている。
He has three (
＝He has three (

)(

) many books (

) I have.

) the number of my books.

19．彼はさよならさえ言わないで出て行った。
He went out without so much (① as ② than)(③ to say ④ saying) good-bye.
20．彼はフランス語を話せる。ましてやドイツ語はなおさら話せる。
He can speak French, much (① more ② better) German.
＝He can speak French (③ let alone ④ make alone) German.
21．私は彼に欠点があってもそれでも彼のことが好きだ。
I like him (① no ② none ③ never) the less (④ of ⑤ for) his faults.
22．I have not less than 100 books.
(① 私が持っている本はせいぜい多くて 100 冊だ ② 私は少なくとも 100 冊は本を持っている)
23．She is no less beautiful than Mary.
(① 彼女はメアリーと同様に美しい ② 彼女はメアリーと同様美しくない)
24．私は彼が成功すると思っていた。
I thought that he (① will succeed ② would succeed ③ succeeded).
25．私は彼が成功したと思っていた。
I thought that he (

)(

).

26．もし私に十分な自由な時間があったなら，その小説を読むことができたのに。
I could have read the novel if I (① had ② had had ③ would have ④ would have had)
enough free time.
27．その本の用が済めば貸して下さい。
Please lend me the book when you (① will do ② do ③ will have done ④ have done) with it.
28．その時もっと金持ちであればよかったのに。
I wish I (① am ② were ③ had been) richer then.
29．遠くから見れば，その岩は人間の顔のように見える。
(① Seeing ② Seen) from a distance, the rock looks like a human face.
30．君はただ彼が来るのを待ちさえすればよい。
You have (

) to wait for the man to come.

＝All you have to do (① is ② are) wait for the man to come.
かさ

31．雨が降るといけないので傘を持っていきなさい。
Take an umbrella with you in (

) it rains.

《次ページへ続く》

＝Take an umbrella with you for (① fear ② anxiety ③ worry) that it should rain.
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＝Take an umbrella with you (④ less ⑤ least ⑥ lest) it should rain.
32．彼はそのような卑劣なことをするような馬鹿ではない。
He is (① above ② below) doing such a mean thing.
＝He knows (

) than to do such a mean thing.

33．彼は試験に失敗しないように一生懸命勉強した。
He studied hard (① least ② lest) he (③ should ④ should not) fail in the test.
34．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
35．彼はかつてアメリカに行ったことがあるが，私もある。
He has once been to America, and so (

)(

).

36．理論と実践は全く別物である。
Theory is one thing and practice is quite (① other ② another ③ the other).
37．彼はただのうそつきに過ぎない。
He is (① anything ② nothing) but a liar.＝He is (③ but ④ past) a liar.
38．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) houses were pulled down.
＝(⑤ Almost ⑥ Most) of the houses were pulled down.
39．昨日になって初めて，彼はそのことを私に話してくれた。
(① After ② Only) yesterday (③ he explained ④ did he explain) it to me.
40．彼が言うことは意味を成さない［何のことかわからない］。
What he says doesn’t make (① sense ② idea ③ image).
41．我々は彼が来るのを待つしか方法がなかった。
We had no (① method ② choice) but (③ wait ④ to wait) for him to come.
＝There was (⑤ nothing ⑥ no way) for it but to wait for him to come.
42．静かにしている限り，ここにいてもよろしい。
You may stay here as (① far ② long) as you keep silent.
43．彼にはよくあることだが，留守であった。
(① Which ② That ③ As) is often the (④ case ⑤ rule) with him, he was out.
44．彼は私の腕をつかんだ。
He caught me (① by ② on ③ in)(④ my ⑤ the) arm.
45．彼はその次の日の朝にテニスをすることを私に提案した。
He suggested (① me ② to me) that we (２つ選べ ③ play ④ played ⑤ should play) tennis
the next morning.
46．君は彼をどうして知るようになったのですか。
How did you (２つ選べ ① become to ② come to ③ get to) know him?
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47．今日の天候はどんな感じですか。
(

) is the weather today? ＝(

) is the weather (

) today?

48．君は私が何歳だと思いますか。
(① Do you think how old I am? ② How old do you think I am?)
49．驚いたことに物価はこの５年間で倍になった。
(① For ② To) my surprise, prices have doubled in the last five years.
＝It is (③ surprising ④ surprised) that prices have doubled in the past five years.
50．彼は非常にかしこい人なのでそれを解くことができる。
He is (① such clever man ② such a clever man) that he can solve it.
＝He is (③ so clever man ④ so a clever man ⑤ so clever a man) that he can solve it.
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～100 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

フリガナ

氏名：

（

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．早寝早起きをするのは健康にとってよい。
It is good (

) the health (

) keep early hours.

２．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (① at ② with) my homework.

３．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

４．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

５．読書ができないほど忙しい人はいない。
Nobody is so busy (① that ② as ) he cannot read books.
＝Nobody is so busy (③ unless ④ but) he can read books.
６．私が今日あるのは父親のおかげだ［直訳：私は今の私を父親のおかげとする］。
I owe (

) I am (① for ② to) my father.

７．彼はもはや昔のような親切な人ではない。
He is not the kind man (① that ② who ③ which) he used to be.
８．私は財布を盗まれた。
I had my purse (① steal ② to steal ③ stolen).
＝I got my purse (④ steal ⑤ to steal ⑥ stolen).
９．長い間待たせてごめんなさい。
I’m sorry to have kept you (① to wait ② waiting ③ waited) for a long time.
10．He saved his money in order to study abroad.
＝He saved his money so (① that ② as) he (③ should ④ might) study abroad.
11．散歩しませんか。
(２つ選べ ① How ② What ③ Why) about taking a walk?
＝What do you say to (④ take ⑤ taking) a walk?
＝Why (⑥ not ⑦ don’t) take a walk?
12．This watch needs to be repaired.
＝This watch wants (① to repair ② repairing ③ being repaired).
13．He is not only a doctor but also a teacher.
＝(① Beside ② Besides)(③ be ④ being) a doctor, he is a teacher.
14．書くためのペン

a pen to write (① on ② with ③ 不要)

15．私は彼の家を訪ねたが，結局彼は留守だった。
I visited his house, (① so to ② never to ③ only to) find him out.
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16．トムは２人の少年のうち背が低い方です。
Tom is (① shorter ② the shorter ③ shortest ④ the shortest) of the two boys.
17．彼ばかりでなく私も間違っている。
I as well as he (① am ② is ③ are) wrong.
＝Not only he (④ and ⑤ but) also I (⑥ am ⑦ is ⑧ are) wrong.
18．彼とこんなところで会うなんて夢にも思わなかったよ。
He is the (① last ② least ③ latest) man that I expected to see here.
＝He is the man that I (④ last ⑤ least ⑥ latest) expected to see here.
19．私は 100 冊も本を持っている。
I have (① not ② no)(③ more ④ less) than 100 books.
20．私は彼が成功すると思っていた。
I thought that he (① will succeed ② would succeed ③ succeeded).
21．遠くへ行かないうちに雪が降り始めた。
I (① have not gone ② did not go ③ had not gone) far before it began to snow.
22．君には行ってもらいたいものだ。
I would rather you (① go ② went ③ had gone).
23．君の言うことを認めるけれど，私は依然として君が間違っていると思う。
(① Admitting ② Admitted) what you say, I still think you are (③ in ④ on) the wrong.
24．バスがなかったので，我々は家まで歩いて帰らなくてはならなかった。
There (① is ② was ③ being) no bus service, we had to walk home.
25．●口にいっぱい食べ物を含んだまましゃべる
●足を組んで

talk with one’s mouth (

with one’s legs (① crossing ② crossed)

●窓を開けたまま

with the windows (③ opening ④ opened ⑤ open)

26．彼はかつてアメリカに行ったことがあるが，私もある。
He has once been to America, and so (

)(

).

27．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) houses were pulled down.
＝(⑤ Almost ⑥ Most) of the houses were pulled down.
28．私は彼が何を言っているのか全くわからない。
I have no (① sense ② idea ③ image) what he is talking about.
＝I cannot (④ make in ⑤ make off ⑥ make out) what he is talking about.
29．私は夫人の集団に会ったが，そのうちの何人かが私に話しかけてきた。
I met a group of ladies, some of (① who ② whose ③ whom) spoke to me.
30．彼にはよくあることだが，留守であった。
(① Which ② That ③ As) is often the (④ case ⑤ rule) with him, he was out.
31．彼は私の腕をつかんだ。
He caught me (① by ② on ③ in)(④ my ⑤ the) arm.
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32．君は私が何歳だと思いますか。
(① Do you think how old I am? ② How old do you think I am?)
33．ＡとＢを区別する
(２つ選べ ① tell ② know ③ prevent) A (１つ選べ ④ with ⑤ from) B
34．彼は明日までに仕事をすべて仕上げなくてはならない。
He has to finish (① all his work ② his all work)(③ till ④ by ⑤ in) tomorrow.
35．過去 10 年間に物価が 50％上昇した。
Prices have risen (① by ② in) 50 percent (③ during ④ of) the past ten years.
36．Ａ：Would you like to join us for dinner?
Ｂ：I would (① like ② like to ③ like to it), but I have a previous appointment.
37．(① Much ② Greatly ③ Little) did I dream that he would succeed.
38．彼は年の割には若く見える。
He looks young (① in ② at ③ for ④ of) his age.
39．次の固有名詞のうち the がつくものを４つ選べ。
the (① Alps ② Tokyo Station ③ Japan ④ Pacific ⑤ Sahara ⑥ Nile)
40．彼の援助のおかげで，我々は今快適に暮らしている。
Thanks (

) his help, we now live in comfort.

41．彼は富があるにもかかわらず，幸福ではない。
(① Though ② For all ③ In place of) his wealth, he is not happy.
42．He insisted that I should pay for the meal.（単文に書き換えよ）
＝He insisted (

)(

)(

) for the meal.

43．彼の友達全員が健康を犠牲にして働きすぎている。
(① His all ② All his) friends are working too hard at the (③ cost ④ victim) of their health.
44．The river is so deep that I cannot swim in it.（単文に書き換えよ）
＝The river is (

) deep (

) me to

.

45．He was so clever that he could solve the problem.（単文に書き換えよ）
＝He was (

)(

＝He was (
46．1.5 ドル

) clever (

) to solve the problem.
)(

) solve the problem.

(２つ選べ ① one and half dollar ② one and a half dollars ③ one dollar and half dollar

④ one dollar and a half)
47．“May 3, 1981”is read as (① May the third nineteen eighty-one ② May three

nineteen

eighty-one ③ nineteen eighty-first May three)
48．２／３[３分の２]

(① three two ② two threes ③ three second ④ two thirds)

49．次のうち間違いのない英文を２つ選べ。
(① I explained him it. ② I explained it to him. ③ I explained to him what had happened. ④ I
explained him what had happened.)
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50．彼はその日の夜にパーティーを開くことを私に提案した。
He suggested (① me ② to me)(２つ選べ ③ to hold ④ that we hold ⑤ that we should hold) a
party that night.
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～120 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．It is natural that he (① will ② may ③ should) be proud of his son.
＝He (④ may well ⑤ may good) be proud of his son.
２．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).
ひとがら

３．人の価値は，財産にあるというよりむしろ，人柄にある。
The value of man lies not so much in (

) he has (① as ② than) in (

) he is.

４．私は彼がそれをするのを許した。
I allowed him (① do ② to do) it.＝I let him (③ do ④ to do) it.
５．He saved his money in order to study abroad.
＝He saved his money so (① that ② as) he (③ should ④ might) study abroad
６．散歩しませんか。
(２つ選べ ① How ② What ③ Why) about taking a walk?
＝What do you say to (④ take ⑤ taking) a walk?
＝Why (⑥ not ⑦ don’t) take a walk?
７．私はその光景を見て笑わざるを得なかった。
I could not (① as ② but) laugh at the sight.
＝I could not (③ help ④ stand) laughing at the sight.
８．The ice was so thick that we could walk on it.
＝The ice was thick (

) to walk (① on ② on it).

９．私は彼女ほど美しくはない。
I am not (
＝I am (

) beautiful (

) she.《more 以外を使って》

) beautiful than she.

10．君は行かない方がよい。 You (① had better not ② had not better)(③ go ④ to go).
11．彼は決してうそつきではない。
He is far (

) a liar.＝He is by no (① mean ② means) a liar.

12．私は彼に欠点があってもそれでも彼のことが好きだ。
I like him (① no ② none ③ never) the less (④ of ⑤ for) his faults.
13．彼の英語はずば抜けてすばらしい。
His English is (２つ選べ ① much ② very ③ by far) the best.
14．その本の用が済めば貸して下さい。
Please lend me the book when you (① will do ② do ③ will have done ④ have done) with it.
15．あらゆることを考えると，その本は読む価値がある。
All things (① considering ② considered), the book is worth (

- 17 -

).

英語が得意になるための例文集・修了証への公式テスト

16．駅は私の家から石を投げれば届く範囲内にある。
The station is (① within ② inside) a stone’s throw (③ of ④ from) my house.
17．君はただ彼が来るのを待ちさえすればよい。
You have (

) to wait for the man to come.

＝All you have to do (① is ② are) wait for the man to come.
18．彼は一日中不平ばかり言っている。
He does (① everything ② nothing) but (③ complain ④ to complain) all day.
19．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
20．彼はただのうそつきに過ぎない。
He is (① anything ② nothing) but a liar.＝He is (③ but ④ past) a liar.
21．どちらでもよろしい。
(① Either ② Any ③ Every) will (④ do ⑤ go).
22．昨日になって初めて，彼はそのことを私に話してくれた。
(① After ② Only) yesterday (③ he explained ④ did he explain) it to me.
23．私は彼が何を言っているのか全くわからない。
I have no (① sense ② idea ③ image) what he is talking about.
＝I cannot (④ make in ⑤ make off ⑥ make out) what he is talking about.
24．私は夫人の集団に会ったが，そのうちの何人かが私に話しかけてきた。
I met a group of ladies, some of (① who ② whose ③ whom) spoke to me.
25．給料が安いために彼は楽に暮らせないでいる。
His (① low ② cheap) salary (③ prevents ④ pretends) him from living in comfort.
26．彼は私の腕をつかんだ。
He caught me (① by ② on ③ in)(④ my ⑤ the) arm.
27．君は彼をどうして知るようになったのですか。
How did you (２つ選べ ① become to ② come to ③ get to) know him?
28．残念ながら，最近交通事故の数が増えている。
(① For ② To) my (③ tears ④ regret), the number of traffic accidents (⑤ has ⑥have)
recently been increasing.
29．次に来る時には子供を連れて来て下さい。
Please (① bring ② take) your children with you next (

) you (③ come ④ will

come).
30．彼は明日までに仕事をすべて仕上げなくてはならない。
He has to finish (① all his work ② his all work)(③ till ④ by ⑤ in) tomorrow.
31．●席をかわる
●～と握手する

change (① seat ② seats)
shake (③ hand ④ hands) with ～
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32．私はふと名案を思いついた。

《次ページへ続く》

I (２つ選べ ① hit upon ② hit across ③ came up with ④ came in) a good idea.
33．私は以前に彼女のようにかわいい少女に会ったことはない。
Never before (① I met ② I have met ③ have I met) such a pretty girl as she.
34．ボートは１時間単位で貸し出しされている。
The boats are (① lent ② rent)(③ in ④ by)(⑤ an ⑥ the) hour.
35．そのドアはどうしても開かない。
The door (① will ② shall ③ should ④ must) not open.
36．I am ashamed that I was not kind to the old lady.
＝I am shamed of not (
37．1.5 ドル

)(

) kind to the old lady.

(２つ選べ ① one and half dollar ② one and a half dollars ③ one dollar and half

dollar ④ one dollar and a half)
38．２／３[３分の２]

(① three two ② two threes ③ three second ④ two thirds)

39．彼はその日の夜にパーティーを開くことを私に提案した。
He suggested (① me ② to me)(２つ選べ ③ to hold ④ that we hold ⑤ that we should hold)
a party that night.
40．私はこの写真を見ると幸せな学生時代のことを思い出す。
This picture (① remembers ② recalls ③ reminds) me of my happy school days.
41．我々はコーヒーを飲みながらその問題に関して話し合った。
We discussed (① the matter ② about the matter)(③ on ④ over) coffee.
42．What makes the plant grow?（受動態に書き換えよ）
)(

＝(

) is the plant made (① grow ② to grow)?

43．彼は私にたくさん忠告をしてくれた。
He gave me (正しいものをすべて選べ ① many advices ② much advice ③ a lot of advices ④
lots of advice ⑤ many pieces of advice).
44．Neither of the hats can be mine. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too
small.
45．彼は父が危篤状態であることを知らせる電報を受けた。
He received a telegram (① writing ② written ③ saying ④ said) that his father was in
critical condition.
46．我々は彼が来るのを待つ以外どうしようもなかった。
We had no (① method ② choice ③ nothing) but to wait for him to come.
47．I didn’t remember (① to meet ② meeting) him but I pretended that I knew him.
48．私はその驚くべきニュースを聞いて意気消沈した。
I felt (① depressing ② depressed) to hear the (③ surprising ④ surprised) news.
49．彼にはよくあることなのだが，彼は遅れて来た。
(① As ② Which ③ What) is often the (④ sight ⑤ case) with him, he came late.
50．いわば

so to speak≒as it (① says ② said ③ is ④ were)
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※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～140 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．過ちを犯したのは彼だった。《強調構文》
It was (① he ② him) that (③ attacked ④ made) a mistake.
２．He saved his money in order to study abroad.
＝He saved his money so (① that ② as) he (③ should ④ might) study abroad
３．私は空の旅に慣れている。
I am accustomed to (① travel ② traveling) by (③ sky ④ air).
４．Would you mind if I smoke?
＝Would you mind (

)(

)?

５．座るためのイス
a chair to sit (① on it ② on ③ 不要)＝a chair on which (

) sit

６．最近ますます多くの人が海外旅行をしている。
These days more and more people (① are ② have been) traveling abroad.
＝Recently more and more people (③ are ④ have been) traveling abroad.
７．これは扱うのが難しい｢簡単だ｣。
This is hard[easy] to (① deal ② deal with ③ deal of).
８．It is said that he was clever.＝He is said to (

)(

) clever.

９．金持ちが必ずしも幸福だとは限らない。
The rich (① is ② are) not (２つ選べ ③ always ④ least ⑤ necessarily) happy.
10．イギリスの人口は日本の人口の半分だ。
The population of England is half as (① many ② much ③ large) as (④ that
⑤ one ⑥ it) of Japan.
11．君は行かない方がよい。 You (① had better not ② had not better)(③ go ④ to go).
12．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
(

) more books you read, (

) more knowledge you can get.

13．クジラは，馬が魚でないのと同様，魚ではない。
A whale is not a fish (① no more ② no less ③ any more) than a horse is.
14．彼の英語はずば抜けてすばらしい。
His English is (２つ選べ ① much ② very ③ by far) the best.
15．遠くから見れば，その岩は人間の顔のように見える。
(① Seeing ② Seen) from a distance, the rock looks like a human face.
16．君はただ彼が来るのを待ちさえすればよい。
You have (

) to wait for the man to come.

＝All you have to do (① is ② are) wait for the man to come.
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17．彼は試験に失敗しないように一生懸命勉強した。
He studied hard (① least ② lest) he (③ should ④ should not) fail in the test.
18．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
19．彼はただのうそつきに過ぎない。
He is (① anything ② nothing) but a liar.＝He is (③ but ④ past) a liar.
20．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) of the houses were pulled down.
21．どちらでもよろしい。
(① Either ② Any ③ Every) will (④ do ⑤ go).
22．私は彼が何を言っているのか全くわからない。
I have no (① sense ② idea ③ image) what he is talking about.
＝I cannot (④ make in ⑤ make off ⑥ make out) what he is talking about.
23．私は夫人の集団に会ったが，そのうちの何人かが私に話しかけてきた。
I met a group of ladies, some of (① who ② whose ③ whom) spoke to me.
24．給料が安いために彼は楽に暮らせないでいる。
His (① low ② cheap) salary (③ prevents ④ pretends) him from living in comfort.
25．彼にはよくあることだが，留守であった。
(① Which ② That ③ As) is often the (④ case ⑤ rule) with him, he was out.
26．我々は水があって当然のものであると考える傾向がある。
We tend (

) take water (① for ② in)(③ granting ④ granted).

27．彼はちょっとした詩人だ。
He is (① something ② somebody ③ someone) of a poet.
28．君はなぜそのようなことをしたのですか。
(① What ② Why ③ How) did you do that for?
29．(① Though ② Although ③ While ④ Now that) you are a grownup, you should know better.
30．そのコンサートはいつ始まりますか。
How (① fast ② quickly ③ soon) will the concert begin?
31．私はふと名案を思いついた。
I (２つ選べ ① hit upon ② hit across ③ came up with ④ came in) a good idea.
32．私は以前に彼女のようにかわいい少女に会ったことはない。
Never before (① I met ② I have met ③ have I met) such a pretty girl as she.
33．ボートは１時間単位で貸し出しされている。
The boats are (① lent ② rent)(③ in ④ by)(⑤ an ⑥ the) hour.
34．He gave me (① a advice ② an advice ③ much advices ④ some advice).
《次ページへ続く》
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35．Neither of the hats can be mine. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too
small.
36．私はベッドの上に横になった。
I (① lied ② lay ③ laid) on the bed.
＝I (④ lied ⑤ lay ⑥ laid) myself on the bed.
37．私はその驚くべきニュースを聞いて意気消沈した。
I felt (① depressing ② depressed) to hear the (③ surprising ④ surprised) news.
38．彼女は白い服を着ている。
She is (① dressing ② dressed)(③ in ④ on) white.
39．彼女は彼と結婚している。 She is (① marrying ② married)(③ with ④ to) him.
40．Take things as they are.（訳せ）《ひとつの下線部にひとつずつ平仮名を書き込め》
物事を

とらえなさい。

41．（電話で）もう切らなくてはなりません。
I have to (① cut up ② hold up ③ hang up) now.
42．今のところそれで結構です。
That will (① do ② make ③ go) for the (④ immediate ⑤ present).
43．このズボンを試着してもいいですか。
May I try (① out ② in ③ on) this pair of trousers?
44．Do you mind if I smoke?－どうぞ吸っていただいて結構ですよ。（３つ選びなさい）
① No, not at all. ② Yes, not in the least. ③ Of course not. ④ Go ahead.
⑤ Certainly so.
45．May I come over tonight?－もちろん，いいですとも。（４つ選びなさい）
① Of course I will. ② Go ahead. ③ Be my guest. ④ By no means. ⑤ Why not? ⑥ No
problem.
46．何しているの？

What’s (① in ② up ③ for)?

47．これは私のおごりだ。

This is my (① favor ② treat ③ deal).

48．ジョンはどこにいるの？－ほらあそこにいるよ。
Where’s John? －There (① he is ② is he).
49．Didn’t you have time to visit him?（彼を訪ねる時間がなかったのですか）
－(① Yes ② No). I wanted to visit him, but I had to do my homework.
50．今までのところ，ここは気に入りましたか。
How do you like it here (① till now ② by now ③ so far)?
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。
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例文集１～160 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．It is natural that he (① will ② may ③ should) be proud of his son.
＝He (④ may well ⑤ may good) be proud of his son.
２．He saved his money in order to study abroad.
＝He saved his money so (① that ② as) he (③ should ④ might) study abroad
３．Would you mind if I smoke?
＝Would you mind (

)(

)?

４．彼は困っている時はいつでも，私に助けを求める。
(

) he is in trouble, he asks me (① in ② with ③ for) help.

５．He is not such a fool as to tell a lie.＝He knows (

) than to tell a lie.

６．彼は決してうそつきではない。
He is far (

) a liar.＝He is by no (① mean ② means) a liar.

７．クジラは，馬が魚でないのと同様，魚ではない。
A whale is not a fish (① no more ② no less ③ any more) than a horse is.
８．君の成績は私の成績よりはるかによい。
Your grades are (２つ選べ ① much ② very ③ far) better than mine.
９．もし私に十分な自由な時間があったなら，その小説を読むことができたのに。
I could have read the novel if I (① had ② had had ③ would have ④ would have had)
enough free time.
10．君はただ彼が来るのを待ちさえすればよい。
You have (

) to wait for the man to come.

＝All you have to do (① is ② are) wait for the man to come.
11．彼は試験に失敗しないように一生懸命勉強した。
He studied hard (① least ② lest) he (③ should ④ should not) fail in the test.
12．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) of the houses were pulled down.
13．どちらでもよろしい。
(① Either ② Any ③ Every) will (④ do ⑤ go).
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14．昨日になって初めて，彼はそのことを私に話してくれた。
(① After ② Only) yesterday (③ he explained ④ did he explain) it to me.
15．私は夫人の集団に会ったが，そのうちの何人かが私に話しかけてきた。
I met a group of ladies, some of (① who ② whose ③ whom) spoke to me.
16．彼はちょっとした詩人だ。
He is (① something ② somebody ③ someone) of a poet.
17．君はなぜそのようなことをしたのですか。
(① What ② Why ③ How) did you do that for?
18．今日の天候はどんな感じですか。
(

) is the weather today? ＝(

) is the weather (

) today?

19．そのコンサートはいつ始まりますか。
How (① fast ② quickly ③ soon) will the concert begin?
20．開会式が始まらないうちに我々はそこに行っておかなくてはならない。
We must be there before the opening ceremony (① starts ② will start ③ don’t start ④
won’t start).
21．君に神のご加護がありますように！
(

) God bless you!

22．次の固有名詞のうち the がつくものを４つ選べ。
the (① Alps ② Tokyo Station ③ Japan ④ Pacific ⑤ Sahara ⑥ Nile)
23．He insisted that I should pay for the meal.（単文に書き換えよ）
＝He insisted (
24．1.5 ドル

)(

)(

) for the meal.

(２つ選べ ① one and half dollar ② one and a half dollars ③ one dollar and half

dollar ④ one dollar and a half)
25．２／３[３分の２]

(① three two ② two threes ③ three second ④ two thirds)

26．我々はコーヒーを飲みながらその問題に関して話し合った。
We discussed (① the matter ② about the matter)(③ on ④ over) coffee.
27．Neither of the hats can be mine. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too
small.
28．降れば必ず土砂降り。
It never rains (① without ② unless) pouring.
＝It never rains (③ if ④ unless ⑤ but) it pours.
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29．● 発展途上国
● 先進国

a (① developing ② developed) country

《次ページへ続く》

a (③ developing ④ developed) country

30．彼にはよくあることなのだが，彼は遅れて来た。
(① As ② Which ③ What) is often the (④ sight ⑤ case) with him, he came late.
31．塩を取ってくれませんか。－はい，どうぞ。
Will you (① take ② pass) me the salt?－Here you (

).

32．今のところそれで結構です。
That will (① do ② make ③ go) for the (④ immediate ⑤ present).
33．彼は見かけはどんな感じの人ですか。
What does he look (

)?

34．７時に君を車で迎えに行くよ。
I’ll come and (① pick up you ② pick you up ③ pick out you ④ pick you out) at seven.
35．Do you mind if I smoke?－どうぞ吸っていただいて結構ですよ。（３つ選びなさい）
① No, not at all. ② Yes, not in the least. ③ Of course not. ④ Go ahead.
⑤ Certainly so.
36．私は調子がいい。

I’m (① in ② on) good (③ form ④ shape ⑤ harmony).

37．これは私のおごりだ。

This is my (① favor ② treat ③ deal).

38．すみませんが何時かわかりますか。
Excuse me, but do you (① know ② find ③ have) the time?
39．Didn’t you have time to visit him?（彼を訪ねる時間がなかったのですか）
－(① Yes ② No). I wanted to visit him, but I had to do my homework.
40．On (① any ② this ③ much ④ no) account must this be touched.
《account「理由」》
41．英国で教育を受けたので，彼は英語が話せる。
(① Educating ② Having educated ③ Educated) in England, he can speak English.
42．endure=(① help ② stand ③ sit)=put up (
43．require＝call (① into ② on ③ for)

)

(④ 繰り返す ⑤ 探す ⑥ 必要とする)

44．take care of＝look (① after ② into ③ for)＝care (④ after ⑤ into ⑥ for)
45．decline＝(２つ選べ ① reject ② refuse ③ reflect)＝turn (④ over ⑤ down)
46．わざと［故意に］

deliberately＝(① in ② on) purpose＝(③ on ④ by) intention

47．This machine is broken.＝This machine is out of (
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48．～を引き起こす

cause＝bring (① about ② up)＝lead (③ for ④ to)

＝give rise (⑤ to ⑥ in)＝result (⑦ to ⑧ in)
49．起こる

happen＝occur＝come (① about ② up)＝take (③ practice ④ place)

＝break (⑤ in ⑥ out)
50．choose＝select＝pick (① up ② over ③ out)＝single (

)

※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～180 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

２．実は我々は離婚してしまったのである。
The fact is (① what ② that) we got divorced.
３．鳥たちがさえずるのが聞こえた。
We heard some birds (① sing ② to sing).
＝Some birds were heard (③ sing ④ to sing).
４．それを秘密にしておいて下さい。
Please leave it (① unsay ② to unsay ③ unsaying ④ unsaid).
５．I couldn’t go out because it was raining heavily.
＝The heavy rain (① prevented ② pretended) me (③ from ④ about) going out.
６．書くためのペン

a pen to write (① on ② with ③ 不要)

７．それに関しては君が悪いのだ。
You are to (① blame ② wrong)(③ on ④ for) it.
８．これは扱うのが難しい｢簡単だ｣。
This is hard[easy] to (① deal ② deal with ③ deal of).
９．彼はフランス語を話せる。ましてやドイツ語はなおさら話せる。
He can speak French, much (① more ② better) German.
＝He can speak French (③ let alone ④ make alone) German.
10．彼とこんなところで会うなんて夢にも思わなかったよ。
He is the (① last ② least ③ latest) man that I expected to see here.
＝He is the man that I (④ last ⑤ least ⑥ latest) expected to see here.
11．私は彼に欠点があってもそれでも彼のことが好きだ。
I like him (① no ② none ③ never) the less (④ of ⑤ for) his faults.
12．I have not less than 100 books.
(① 私が持っている本はせいぜい多くて 100 冊だ ② 私は少なくとも 100 冊は本を持っている)
13．私は彼が成功すると思っていた。
I thought that he (① will succeed ② would succeed ③ succeeded).
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14．私は彼が成功したと思っていた。
I thought that he (

)(

).

15．もし私が金持ちなら，それを買うのに。
If I (① am ② were ③ would be) rich, I would buy it.
16．その時もっと金持ちであればよかったのに。
I wish I (① am ② were ③ had been) richer then.
17．彼はお金を節約するつもりだったが節約できなかった。
He intended to (① save ② have saved ③ had saved) his money.
18．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
19．彼はかつてアメリカに行ったことがあるが，私もある。
He has once been to America, and so (

)(

).

20．彼も私もその過失に関して責任はない。
(N

) he nor I (① is ② am ③ are) responsible for the fault.

21．昨日になって初めて，彼はそのことを私に話してくれた。
(① After ② Only) yesterday (③ he explained ④ did he explain) it to me.
22．私は彼が何を言っているのか全くわからない。
I have no (① sense ② idea ③ image) what he is talking about.
＝I cannot (④ make in ⑤ make off ⑥ make out) what he is talking about.
23．彼はその事件とは何ら関係がない。
He has nothing (

)(

) with the affair.

24．一日置きにこの薬を飲みなさい。そうすればいつもいい体調でいられるよ。
(① Drink ② Take) this medicine (③ any ④ every) other day, (⑤ or ⑥ and) you will be
always in good (⑦ shape ⑧ type).
25．私が知っている限りでは，日本人は団体旅行が好きである。
As (① far ② long) as I know, the Japanese are fond of traveling (③ in ④ on) groups.
※ 下線部＝(⑤ For ⑥ To) the best of my knowledge
26．静かにしている限り，ここにいてもよろしい。
You may stay here as (① far ② long) as you keep silent.
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27．我々は毎朝適度な運動をする必要がある。

《次ページへ続く》

It is necessary that we (２つ選べ ① take ② will take ③ should take) moderate exercise
every morning.
28．君は彼をどうして知るようになったのですか。
How did you (２つ選べ ① become to ② come to ③ get to) know him?
29．君は私が何歳だと思いますか。
(① Do you think how old I am? ② How old do you think I am?)
30．次に来る時には子供を連れて来て下さい。
Please (① bring ② take) your children with you next (

) you (③ come ④ will

come).
31．君は法律を破るべきではない。
You (① not ought to ② ought not to ③ ought to not)(④ tear ⑤ break) the law.
32．彼は七月七日の午後に生まれた。
He was born (① at ② in ③ on) the afternoon of July the seventh.
33．彼の友達全員が健康を犠牲にして働きすぎている。
(① His all ② All his) friends are working too hard at the (③ cost ④ victim) of their health.
34．Nobody can put up with this noise. （受動態に書き換えよ）
（誰もこの騒音には我慢ができない）
＝This noise cannot be put up with (

)(

).

35．What makes the plant grow?（受動態に書き換えよ）
＝(

)(

) is the plant made (① grow ② to grow)?

36．Do away with all ceremony.（受動態に書き換えよ）
（形式主義をすべて廃止しよう，一切儀式ばらないように）
＝(① Get ② Let ③ Make) all ceremony (

) done away with.

37．He just cried.＝He did nothing (① but ② yet ③ however) cry.
38．私は病気であるふりをした。
I pretended (① to be ② being) ill.
39．（電話で）もう切らなくてはなりません。
I have to (① cut up ② hold up ③ hang up) now.
40．ここにちょっと立ち寄ろうよ。－いや，やめておこう。
Let’s drop (① for ② in) here, (

) we?

－No, (③ let no ④ let’s not ⑤ let out).
41．remove＝get (① rid ② away ③ motive) of

(④ 繰り返す ⑤ 取り除く ⑥ 運ぶ)
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42．forever＝(① permanently ② perfectly)＝for (③ well ④ good ⑤ long)
43．～をからかう［ばかにする］

(２つ選べ ① dispute ② mock ③ ridicule)

＝make (２つ選べ ④ fun ⑤ a fool ⑥ fond) of＝play a joke (１つ選べ ⑦ on ⑧ in)
44．彼とうまくやっていくのは私にとって難しい。
It is hard for me to get (

) well with him.

45．無料で free of (① price ② charge)＝(

) nothing＝(

) free

46．我々は法律を守るべきだ。
We should (① protect ② observe) the law.
＝We should abide (③ to ④ for ⑤ by) the law.
＝We should keep (⑥ to ⑦ for ⑧ by) the law.
47．This has something to do with my past.
＝This is concerned (① in ② to ③ with) my past.
＝This is related (④ in ⑤ to ⑥ for) my past.
48．報告書を明日までに提出しなくてはならない。
I have to (① submit ② permit) my report by tomorrow.
＝I have to hand (

) my report by tomorrow.

49．さらに悪いことに

(

) is worse＝(

) make matters worse

50．It is possible for him to solve the problem.
＝He is (

) to solve the problem.

＝He is (① able ② possible ③ capable) of solving the problem.
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。
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例文集１～213 ページテスト（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
一日に複数の公式テストを受ける場合は，必ず
若いページのテストの答合せを終わらせてから，
次のテストを受けてください。頑張れ!!

フリガナ

氏名：

（

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．それを修理してもらうのに 10 ドルかかった。
(

)(

) me ten dollars to have it repaired.

２．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (① above ② below) wealth.

３．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
４．私は毎日，日記をつけることにしている。
I make (

) a rule (

) keep a diary every day.

５．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① that ② which ③ but) made her angry.
６．自分のためになるような本を読みなさい。
Read such books (① that ② as) will (③ give ④ do) you good.
７．This watch needs to be repaired.
＝This watch wants (① to repair ② repairing ③ being repaired).
８．次に何が起こるかはわからない。
It is ( i
＝There is no (

) to tell what may happen next. ( i で始まる適語)
) what may happen next.

９．彼はさよならさえ言わないで出て行った。
He went out without so much (① as ② than)(③ to say ④ saying) good-bye.
10．彼とこんなところで会うなんて夢にも思わなかったよ。
He is the (① last ② least ③ latest) man that I expected to see here.
＝He is the man that I (④ last ⑤ least ⑥ latest) expected to see here.
11．私は 100 冊も本を持っている。
I have (① not ② no)(③ more ④ less) than 100 books.
12．遠くへ行かないうちに雪が降り始めた。
I (① have not gone ② did not go ③ had not gone) far before it began to snow.
13．その時もっと金持ちであればよかったのに。
I wish I (① am ② were ③ had been) richer then.
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14．あらゆることを考えると，その本は読む価値がある。
All things (① considering ② considered), the book is worth (③ reading ④ to be read).
15．彼は一日中不平ばかり言っている。
He does (① everything ② nothing) but (③ complain ④ to complain) all day.
16．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
17．昨日になって初めて，彼はそのことを私に話してくれた。
(① After ② Only) yesterday (③ he explained ④ did he explain) it to me.
18．私は彼が何を言っているのか全くわからない。
I have no (① sense ② idea ③ image) what he is talking about.
＝I cannot (④ make in ⑤ make off ⑥ make out) what he is talking about.
19．私が知っている限りでは，日本人は団体旅行が好きである。
As (① far ② long) as I know, the Japanese are fond of traveling (③ in ④ on) groups.
※ 下線部＝(⑤ For ⑥ To) the best of my knowledge
20．You should not wear a hat here.
＝You are not (① supported ② supposed ③ supplied) to wear a hat here.
21．我々は毎朝適度な運動をする必要がある。
It is necessary that we (２つ選べ ① take ② will take ③ should take) moderate exercise
every morning.
22．君は私が何歳だと思いますか。
(① Do you think how old I am? ② How old do you think I am?)
23．そのコンサートはどれだけ続きますか。
How (① long ② much) will the concert (③ help ④ stand ⑤ last)?
24．過去 10 年間に物価が 50％上昇した。
Prices have risen (① by ② in) 50 percent (③ during ④ of) the past ten years.
25．彼は七月七日の午後に生まれた。
He was born (① at ② in ③ on) the afternoon of July the seventh.
26．彼は年の割には若く見える。
He looks young (① in ② at ③ for ④ of) his age. 《次ページへ続く》
27．彼は殺人罪で訴えられた。
He was accused (① of ② for ③ with) murder.
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28．彼は宿題を手伝うように私に頼んだ。
He asked me to help him (① of ② for ③ with) his homework.
29．私はこの写真を見ると必ず幸せな学生時代のことを思い出す。
This picture always (① remembers ② recalls ③ reminds) me of my happy school days.
30．What makes the plant grow?（受動態に書き換えよ）
＝(

)(

) is the plant made (① grow ② to grow)?

31．Do away with all ceremony.（受動態に書き換えよ）
（形式主義をすべて廃止しよう，一切儀式ばらないように）
＝(① Get ② Let ③ Make) all ceremony (

) done away with.

32．少し水が残っている。
There is (① few ② little ③ a few ④ a little) water (⑤ leaving ⑥ left).
33．10 代で結婚する人はほとんどいない。
(① Few ② Little ③ A few ④ A little) people get married in their (
34．彼は私にたくさん忠告をしてくれた。

).

He gave me (正しいものをすべて選べ ① many advices ② much advice ③ a lot of advices ④
lots of advice ⑤ many pieces of advice).
35．調子はどうだい？－まあまあだね。
How are you getting (① along ② up ③ in)?
－(④ Pretty ⑤ Cute) good, thank you.
36．ここにちょっと立ち寄ろうよ。－いや，やめておこう。
Let’s drop (① for ② in) here, (

) we?

－No, (③ let no ④ let’s not ⑤ let out).
37．～をからかう［ばかにする］

(２つ選べ ① dispute ② mock ③ ridicule)

＝make (２つ選べ ④ fun ⑤ a fool ⑥ fond) of＝play a joke (１つ選べ ⑦ on ⑧ in)
38．無料で free of (① price ② charge)＝(

) nothing＝(

39．我々は法律を守るべきだ。
We should (① protect ② observe) the law.
＝We should abide (③ to ④ for ⑤ by) the law.
＝We should keep (⑥ to ⑦ for ⑧ by) the law.
40．報告書を明日までに提出しなくてはならない。
I have to (① submit ② permit) my report by tomorrow.
＝I have to hand (

) my report by tomorrow.
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41．類は友を呼ぶ。
(

) of a feather flock together.

42．意志のあるところには道は開ける。
Where there’s a (
やす

), there’s a way.
かた

43．言うは易く行うは難し。
Saying is one thing and doing is (① other ② the other ③ another).
ふくすい

44．覆水盆に返らず。
It is no (① use ② usage ③ useful) crying over spilt milk.
45．かわいい子には旅をさせよ。
Spare the rod and (① spoil ② damage ③ travel) the child.
46．人は付き合っている人を見れば分かる。
A man is known (① for ② by ③ to) the (④ companion ⑤ company) he keeps.
47．学問に王道なし。
There is no (

) road to learning.

48．習うより慣れろ。
Practice makes (① better ② perfect ③ nothing).
49．百聞は一見にしかず。
Seeing is (① hearing ② knowing ③ believing).
50．後悔先に立たず。
What’s done cannot be (① restored ② undone ③ repaired).
※ 間違ったところは必ず例文集の中で再チェックしてください。チェックをしないまま，次のテスト
を受けることはやめてください。
※ 早いうちに，例文集と英単語集の全範囲テストで常に 9 割以上の点数が取れるようになった先輩た
ちは，余裕をもってレベルの高い大学に合格しています。

例文集の覚え方がわからない方へ
特訓用紙をもらったことがない人は，とりあえず特訓用紙をもらって，「その問題集とテストができる
ようになったらいいのだ」，ぐらいの気持ちで，がんばってください。例文の直訳だけは大事にしてく
ださい。わからないところは質問してください。

- 36 -

英語が得意になるための例文集・修了証への公式テスト

例文集修了証テスト①（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

この修了証テストで 59 点以下の人は，3 日後以降
にもう一度チャレンジして下さい。問題は変わり
ます。60 点以上取れた人は，修了証をもらってく
ださい。修了証をもらった後も練習用のテストが
あるので積極的に受けて完璧を目指して下さい。

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (① at ② with) my homework.

２．彼が息子のことを誇りに思うのは当然のことだ。
It is natural that he (

) be proud of his son.

＝He (④ may well ⑤ may good) be proud of his son.
３．健康が富にまさることは言うまでもない。
It goes (

) saying that health is (

) wealth.

４．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
５．必ずドアに鍵をかけるように注意しておきなさい。
(① Look ② See) to it that the door is locked.
＝Make (③ sure ④ mind) that the door is locked.
＝Lock the door without (⑤ fail ⑥ failure).
６．過ちを犯したのは彼だった。《強調構文》
It was (① he ② him) that (③ attacked ④ made) a mistake.
７．私は昨日になって初めて列車の中に傘を忘れてきたことに気づいた。
It was not (

) yesterday (

) I found I had (① forgotten ② left) my umbrella

in the train.
８．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

９．時間ほど貴重なものはない。
Nothing is so precious (

) time.

＝Nothing is more precious (

) time.

10．私が君に言いたいことは，世界から石油がなくなりつつあるということだ。
(

) I want to tell you is (

) the world is running out of oil.

11．私が今日あるのは父親のおかげだ［直訳：私は今の私を父親のおかげとする］。
I owe (

) I am (

) my father.
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12．彼は自分が金持ちだと言ったが，そのことはうそだった。
He said that he was rich, (① which ② that ③ what ④ but) was a lie.
13．彼が病気から回復する見込みはない。
There is no hope (① that ② which ③ what) he will recover from his illness.
＝There is no hope (④ for ⑤ of) his recovering from his illness.
14．彼女は彼にそれをさせた。
She made him (① do ② to do) it.＝She had him (③ do ④ to do) it.
＝She let him (⑤ do ⑥ to do) it.＝She got him (⑦ do ⑧ to do) it.
＝He was made (⑨ do ⑩ to do) it by her.
15．鳥たちがさえずるのが聞こえた。
We heard some birds (① sing ② to sing ③ sang).
＝Some birds were heard (④ sing ⑤ to sing ⑥ sang).
16．金持ちが必ずしも幸福だとは限らない。
The rich (① is ② are) not (２つ選べ ③ always ④ least ⑤ necessarily) happy.
17．彼は困っている時はいつでも，私に助けを求める。
(

) he is in trouble, he asks me (① over ② with ③ for) help.

18．日本の人口はイギリスの人口の約 2 倍だ。
The population of Japan is twice as (① many ② much ③ large) as (

) of England.

19．彼は学者というよりはむしろ詩人だ。
He is not so (

) a scholar (

＝He is a poet rather (

) a poet.

) a scholar.

20．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
(

) more books you read, (

) more knowledge you can get.

21．私は彼に欠点があるので彼のことがいっそう好きだ。
I like him (① even ② all ③ still) the better (④ of ⑤ for ⑥ because) his faults.
22．She is no more beautiful than Mary.
(① 彼女はメアリーと同様美しくない ② 彼女はメアリーほど美しくない)
23．私は彼が成功したと思っていた。
I thought that he (

)(

).

24．あらゆることを考えると，その本は読む価値がある。
All things (① considering ② considered), the book is worth (③ reading ④ to be read).
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25．駅は私の家から石を投げれば届く範囲内にある。
The station is (① within ② inside) a stone’s throw (③ of ④ from) my house.
かさ

26．雨が降るといけないので傘を持っていきなさい。
Take an umbrella with you in (

) it rains.

＝Take an umbrella with you for (① fear ② anxiety ③ worry) that it should rain.
＝Take an umbrella with you (④ less ⑤ least ⑥ lest) it should rain.
27．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I am ⑧ am I).
28．彼は医者だが，私も医者だ。
He is a doctor, and so (

)(

).

29．彼は貧しいが幸福だ。
Poor (① because ② as ③ since) he is, he is happy.
＝(④ Instead of ⑤ In spite of) his poverty, he is happy.
30．通りを渡る時にはいくら注意しても注意しすぎることはない。
You (① should not ② cannot) be (

) careful in crossing the street.

31．我々は毎朝適度な運動をする必要がある。
It is necessary that we (２つ選べ ① take ② will take ③ should take) moderate exercise
every morning.
32．今日の天候はどんな感じですか。
(

) is the weather today? ＝(

) is the weather (

) today?

33．私は久しぶりに彼に会った。
I met him (

) the first time (① of ② in) years.

＝I met him after a long (③ obstacle ④ interval).
34．習慣は国によって異なる。
Customs ( ２つ選べ ① differ ② different ③ vary ④ various) from country (

)

country.
35．Neither of the hats can be mine. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too
small.
しば ふ

36．その看板には「芝生に入るな」と書かれてあった。
The sign (① wrote ② designed ③ said ④ told), “Keep (⑤ out ⑥ off) the grass.”
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37．塩を取ってくれませんか。－はい，どうぞ。
Will you (① pass ② take ③ push) me the salt?－Here you (

).

38．その通りは人通りが多い。
The street is (① heavy ② fast ③ busy).
39．タバコを吸ってもいいですか。－どうぞ。かまわないですよ。
Will you mind if I smoke? －(① Yes ② No). If you like, go (③ along ④ forward ⑤ ahead).
40．英国で教育を受けたので，彼は英語が話せる。
(① Educating ② Having educated ③ Educated) in England, he can speak English.
がい

(① in ② on) general＝(③ as ④ in) a rule

41．概して［一般的に］

＝(⑤ as ⑥ in) a whole＝(⑦ in ⑧ on) the whole＝by and (⑨ small ⑩ large)
42．結局［最終的に］
＝(

(

) last＝(

) the end＝after (

)

) the long run＝(① at ② in) length

ただ

43．直ちに

(① immediately ② constantly)＝right (③ in ④ away)

＝at (⑤ once ⑥ soon)＝on the (⑦ spot ⑧ period)
44．～を引き起こす

cause＝bring (① about ② up)＝lead (③ for ④ to)

＝give rise (⑤ to ⑥ in)＝result (⑦ to ⑧ in)
45．A を B とみなす

consider A B＝(３つ選べ ① regard ② regard on ③ look in ④ look on ⑤

think of ⑥ think on) A as B
46．We cannot describe the beauty of the scenery.
＝The beauty of the scenery is beyond (

).

47．君のぐちにはもううんざりしている。
I am tired (① from ② of) your complaining.
＝I am (③ sick ④ ill) of your complaining.
＝I am fed up (⑤ of ⑥ with) your complaining.
48．体重が増える

(① increase ② catch ③ gain) weight＝put (

49．old－fashioned＝（

) the times＝(

)(

) weight

) date

50．後悔先に立たず。
What’s done cannot be (① restored ② undone ③ repaired).
※ 60 点以上を取ることができた人は，ご苦労様でした。修了証をもらってください。たとえ合格でき
たとしても 90 点以上の点数でなければよくありません。まだまだ復習をする必要があります。次は，
英単語の修了証へのテストにチャレンジしていってください《最重要英単語特訓の自己管理カードをも
らってください》。
59 点以下の人は，本日より 3 日後以降に，修了証テスト②を受けに来てください。今回よりも少し難
しくなるので，しっかりと全体を復習してきてから受験してください。
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例文集修了証テスト②（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

この修了証テストで 59 点以下の人は，3 日後以降
にもう一度チャレンジして下さい。問題は変わり
ます。60 点以上取れた人は，修了証をもらってく
ださい。修了証をもらった後も練習用のテストが
あるので積極的に受けて完璧を目指して下さい。

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (

) my homework.

２．それを修理してもらうのに 10 ドルかかった。
(

)(

) me ten dollars to have it repaired.

３．過ちを犯したのは彼だった。《強調構文》
It was (① he ② him) that (③ made ④ took) a mistake.
４．私は昨日になって初めて列車の中に傘を忘れてきたことに気づいた。
It was not (

) yesterday (

) I found I had (① forgotten ② left) my umbrella

in the train.
５．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).
ひとがら

６．人の価値は，財産にあるというよりむしろ，人柄にある。
The value of man lies not so much in (

) he has (① as ② than) in (

７．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① which ② at which ③ that) made her angry.
８．私は彼がそれをするのを許した。
I let him (① do ② to do) it.＝I allowed him (③ do ④ to do) it.
＝I permitted him (⑤ do ⑥ to do) it.
９．散歩しませんか。
(２つ選べ ① Why ② What ③ How) about taking a walk?
＝What do you say to (④ take ⑤ taking) a walk?
＝Why (⑥ not ⑦ shall we) take a walk?
10．This watch needs to be repaired.
＝This watch wants (① to repair ② repairing ③ being repaired).
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11．この本は２度読む価値がある。
This book is worth (① reading ② being read ③ to be read) twice.
＝This book is worthy (④ reading ⑤ to read ⑥ to be read) twice.
＝It is worth (⑦ time ⑧ while) to read this book twice.
12．Whenever I see him, I think of his mother.
＝I (２つ選べ ① never ② cannot ③ shouldn’t) see him (

) thinking of his

mother.
13．書くためのペン
a pen to write (① on ② with ③ on it ④ with it)＝a pen (⑤ on ⑥ with) which to write
14．それに関しては君が悪いのだ。
You are to (① blame ② be wrong)(③ about ④ for) it.
15．彼は昔ほど正直ではない。
He is not so honest as (① the past ② was ③ he used to be).
16．イギリスの人口は日本の人口の半分だ。
The population of England is half as (① many ② much ③ large) as (④ that ⑤ one ⑥ it) of
Japan.
17．彼は私より３歳年下だ。
He is (① junior ② senior)(③ to ④ than) me (⑤ by ⑥ for) three years.
18．彼は死んだも同然だ。
He is as (① same ② good ③ well) as (④ dead ⑤ death).
19．As soon as I left home, it began to rain.
＝(① In ② At ③ On) my leaving home, it began to rain.
＝(④ Hardly I had ⑤ I had hardly) left home (⑥ after ⑦ when) it began to rain.
20．君は行かない方がよい。 You (① had better not ② had not better)(③ go ④ to go).
21．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
(

) more books you read, (

) more knowledge you can get.

22．She is no less beautiful than Mary.
(① 彼女はメアリーと同様に美しい ② 彼女はメアリーと同様美しくない)
23．もし私に十分な自由な時間があったなら，その小説を読むことができたのに。
I could have read the novel if I (① had ② had had ③ would have ④ would have had)
enough free time.
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24．君には行ってもらいたいものだ。
I would rather you (① go ② went ③ had gone).
25．駅は私の家から石を投げれば届く範囲内にある。
The station is (① within ② inside) a stone’s throw (③ of ④ from) my house.
26．彼は試験に失敗しないように一生懸命勉強した。
He studied hard (① least ② lest) he (③ should ④ should not) fail in the test.
＝He studied hard so (

) he may not fail in the test.

27．（彼は行かなかった。―）私も行かなかった。
I did not, (① too ② either ③ neither).
＝(２つ選べ ④ Nor ⑤ Neither ⑥ None)(１つ選べ ⑦ I did ⑧ did I).
28．彼は真実を語った。そして，私も真実を語った。
He told the truth, and so (

)(

).

29．私は何か冷たい飲み物が欲しい。
I want (① cold something ② something cold) to drink.
30．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) houses were pulled down.
＝(⑤ Almost ⑥ Most) of the houses were pulled down.
31．彼が言うことは意味を成さない［何のことかわからない］。
What he says doesn’t make (① sense ② idea ③ image).
32．一日置きにこの薬を飲みなさい。そうすればいつもいい体調でいられるよ。
(① Drink ② Take) this medicine (③ any ④ every) other day, (⑤ or ⑥ and) you will be
always in good (⑦ shape ⑧ type).
33．彼は私の腕をつかんだ。
He caught me (① by ② on ③ in)(④ my ⑤ the) arm.
34．その報告書は明日までに提出する必要がある。
It is necessary that the report (２つ選べ ① be ② will be ③ should be) handed in by
tomorrow.
35．彼は最初に南極点に到達した人だった。
He was the (

) man (

) reach the South Pole.

36．(① Though ② While ③ Now that) you are a grownup, you should know better.
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37．彼は明日までに仕事をすべて仕上げなくてはならない。
He has to finish (① all his work ② his all work)(③ till ④ by ⑤ in) tomorrow.
38．テムズ川は深すぎて誰にも泳ぎ渡ることはできない。
(① The ② 不要) Thames is too deep for (③ nobody ④ anybody) to (⑤ swim ⑥ swim across
⑦ swim across it).
39．彼は失敗に関して非難された。
He was accused (① of ② for ③ with) his fault.
＝He was blamed (④ of ⑤ for ⑥ with) his fault.
40．彼は私にたくさん忠告をしてくれた。
He gave me (正しいものをすべて選べ ① many advices ② much advice ③ a lot of advices ④
lots of advice ⑤ many pieces of advice).
41．There are two hats here. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too small.
42．彼は海外留学をすることを考えている。
He is considering (① to study ② studying ③ to studying) abroad.
43．机の上にはペンがあった。
There was a pen (① lying ② laying ③ lied) on the desk.
＝There was a pen (④ lay ⑤ lain ⑥ laid) on the desk.
44．The older he grew, the kinder he became.
＝(

) he grew older, he became kinder and kinder.

45．お釣りは，いりません。
You can (① catch ② keep) the (③ left ④ notes ⑤ change).
46．decline＝(２つ選べ ① reject ② refuse ③ reflect)＝turn (④ over ⑤ down)
47．account for＝(① express ② represent ③ explain ④ calculate)
48．起こる

happen＝occur＝come (① about ② up)＝take (

)＝break (

)

49．We cannot describe the beauty of the scenery.
＝The beauty of the scenery is beyond (

).

50．東京に来たときには立ち寄ってください。
Please stop (① by ② on) when you come to Tokyo.
＝Please drop (③ in ④ down) when you come to Tokyo.
※ 60 点以上を取ることができた人は，ご苦労様でした。修了証をもらってください。たとえ合格でき
たとしても 90 点以上の点数でなければよくありません。まだまだ復習をする必要があります。次は，
英単語の修了証へのテストにチャレンジしていってください《最重要英単語特訓の自己管理カードをも
らってください》。
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例文集修了証テスト③（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

この修了証テストで 59 点以下の人は，何とか合格
するために面談が必要になります。60 点以上取れ
た人は，修了証をもらってください。修了証をも
らった後も練習用のテストがあるので積極的に受
けて完璧を目指して下さい。

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (① for ② of) you to help me (③ at ④ with) my homework.
２．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (① late ② long) before he (③ appears ④ will appear).《下線部は副詞節》
３．自分が正しいと思うことをしなさい。
Do (① what ② that) you think is right.
４．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① that ② which ③ but) made her angry.《前文の内容が先行詞》
５．彼女は彼にそれをさせた。
She made him (① do ② to do) it.＝She had him (③ do ④ to do) it.
＝She let him (⑤ do ⑥ to do) it.＝She got him (⑦ do ⑧ to do) it.
＝He was made (⑨ do ⑩ to do) it by her.
６．鳥たちがさえずるのが聞こえた。
We heard some birds (① sing ② to sing).《知覚動詞能動態》
＝Some birds were heard (③ sing ④ to sing).《知覚動詞受動態》
７．私は宿題を明日までに仕上げるつもりだ。
I will get my homework (① finish ② to finish ③ finished)(④ till ⑤ by) tomorrow.
８．私は英語で自分の言うことをわかってもらえなかった。
I couldn’t make myself (① understand ② to understand ③ understood) in English.
９．The party was great. You (① should have attended ② must have attended ③ ought have
attended) it.
10．私は君から便りがあることを楽しみにしています。
I am looking forward to (① hear ② hearing)(③ from ④ of) you.
11．彼は決してうそつきではない。
He is far (① of ② from) a liar.＝He is by no (③ mean ④ means) a liar.
12．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
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The more books you read, (① the more ② the most ③ more) knowledge you can get.
13．私は彼に欠点があるので彼のことがいっそう好きだ。
I like him (① even ② all) the better (③ of ④ for) his faults.
14．I have only ten dollars.
＝I have (① not ② no)(③ more ④ less) than ten dollars.
15．今朝からずっと雨が降っている。
It (① is raining ② rains ③ has been raining) since this morning.
16．その本の用が済めば貸して下さい。
Please lend me the book when you (① will do ② do ③ will have done ④ have done) with it.
《下線部は副詞節。「用が済んでしまったときに」で“完了”の雰囲気》
17．その時もっと金持ちであればよかったのに。
I wish I (① am ② were ③ had been) richer then.《仮定法。“過去”の)願望》
18．あらゆることを考えると，その本は読む価値がある。
All things (① considering ② considered), the book is worth (③ reading ④ to be read).
かさ

19．雨が降るといけないので傘を持っていきなさい。
Take an umbrella with you in case it (① rains ② will rain).《下線部は副詞節》
＝Take an umbrella with you for (③ fear ④ worry) that it should rain.
＝Take an umbrella with you (⑤ least ⑥ lest) it should rain.
20．（彼は医者ではない。―）私も医者ではない。
I am not, (① too ② either ③ neither).
＝Neither (④ I am ⑤ am I).
21．彼はかつてアメリカに行ったことがあるが，私もある。
He has once been to America, and so (① I did ② did I ③ I have ④ have I).
22．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) houses were pulled down.
＝(⑤ Almost ⑥ Most) of the houses were pulled down.
23．給料が安いために彼は楽に暮らせないでいる。
His (① low ② cheap) salary (③ prevents ④ pretends) him from living in comfort.
24．我々は水があって当然のものであると考える傾向がある。
We tend (① to take ② to taking) water for (③ granting ④ granted).
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25．彼はその次の日の朝にテニスをすることを私に提案した。
He suggested (① me ② to me) that we (２つ選べ ③ play ④ played ⑤ should play) tennis
the next morning.
26．君はなぜそのようなことをしたのですか。
(① What ② Why ③ How) did you do that for?《for に着目》
27．ＡとＢを区別する
(２つ選べ ① tell ② know ③ prevent) A (１つ選べ ④ with ⑤ from) B
28．そのコンサートはいつ始まりますか。
How (① fast ② quickly ③ soon) will the concert begin?
29．彼は明日までに仕事をすべて仕上げなくてはならない。
He has to finish (① all his work ② his all work)(③ till ④ by ⑤ in) tomorrow.
《all はすべての形容詞的単語に先行する》
30．(① If ② Unless ③ Otherwise) you study hard, you will fail in the test.
31．彼は七月七日の午後に生まれた。
He was born (① at ② in ③ on) the afternoon of July the seventh.《“特定の時”》
32．彼は３歳差で私より年上だ。
He is senior (① than ② to) me (③ by ④ in) three years.《ラテン比較級》
33．私はこの写真を見ると必ず幸せな学生時代のことを思い出す。
This picture always (① remembers ② recalls ③ reminds) me of my happy school days.
《of とつながりのよい動詞を選ぶ》
34．少し水が残っている。
There is (① few ② little ③ a few ④ a little) water (⑤ leaving ⑥ left).
《water は不可算名詞。少し残っているのだから肯定的。｢残されて｣の雰囲気》
35．彼は海外留学をすることを考えている。
He is considering (① to study ② studying ③ to be studied) abroad.
36．私はその驚くべきニュースを聞いて意気消沈した。
I felt (① depressing ② depressed) to hear the (③ surprising ④ surprised) news.
《“人の感情”は，~ing？それとも~ed？》《「人を驚かせるような」の能動の意味》
37．塩を取ってくれませんか。－はい，どうぞ。
Will you (① take ② pass) me the salt?－Here you (③ are ④ get).
38．（電話で）もう切らなくてはなりません。
I have to (① cut up ② hold up ③ hang up) now.

- 47 -

英語が得意になるための例文集・修了証への公式テスト

39．７時に君を車で迎えに行くよ。
I’ll come and (① pick up you ② pick you up ③ pick out you ④ pick you out) at seven.
40．On (① any ② this ③ much ④ no) account must this be touched.《account「理由」》
《下線部が倒置形になっていることに着目》
41．この時計は修理が必要だ。
This watch wants (① to repair ② repaired ③ repairing).
42．account for＝(① express ② represent ③ explain)
43．～を引き起こす

cause＝bring (① about ② up)＝lead (③ for ④ to)

＝give rise (⑤ to ⑥ in)＝result (⑦ to ⑧ in)
44．人に物を供給する
(３つ選べ ① demand ② supply ③ furnish ④ provide) 人 (１つ選べ ⑤ with ⑥ for) 物
45．報告書を明日までに提出しなくてはならない。
I have to (① submit ② permit) my report by tomorrow.
＝I have to hand (④ on ⑤ in) my report by tomorrow.
46．彼は私をまるで馬鹿のように扱う。
He treats me as (２つ選べ ① if ② for ③ though) I were a fool.
47．私が知る限りでは，彼が言ったことは事実だ。
(① In ② To) the best of my knowledge, what he said is true.
＝As (③ far ④ long) as I know, what he said is true.
やす

かた

48．言うは易く行うは難し。
Saying is one thing and doing is (① other ② the other ③ another).
ふくすい

49．覆水盆に返らず。
It is no (① use ② usage ③ useful) crying over spilt milk.
50．人は付き合っている人を見れば分かる。
A man is known (① for ② by ③ to) the (④ companion ⑤ company) he keeps.

※

60 点以上を取ることができた人は，ご苦労様でした。修了証をもらってください。たとえ合格でき

たとしても 90 点以上の点数でなければよくありません。まだまだ復習をする必要があります。次は，
英単語の修了証へのテストにチャレンジしていってください《最重要英単語特訓の自己管理カードをも
らってください》。
59 点以下の人は，面談を行いますので，事務所で予約をしてください。何とかして合格できるような
勉強法を一緒に考えなくてはなりません。 面談の後にもう一度チャンスがあるので，がんばろう！
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例文集修了証テスト④（2 点×50 問

合計 100 点）《部分点なし》

点数
フリガナ

氏名：

（

/100 点

これが最後のチャンスになります。この修了証テ
ストで 59 点以下の人は，再度面談が必要になりま
す。60 点以上取れた人は，修了証をもらってくだ
さい。修了証をもらった後も練習用のテストがあ
るので積極的に受けて完璧を目指して下さい。

）内から最も適当なものを選べ。空欄には適語を入れよ。

１．宿題を手伝ってくれてありがとう。
It is kind (

) you (

) help me (① at ② with) my homework.

２．彼が来ようが来まいが同じことだ。
It makes no (① difference ② point)(③ weather ④ whether) he comes or not.
３．私は昨日になって初めて列車の中に傘を忘れてきたことに気づいた。
It was not (

) yesterday (

) I found I had (① forgotten ② left) my umbrella

in the train.
４．私が君に言いたいことは，世界から石油がなくなりつつあるということだ。
(

) I want to tell you is (

) the world is running out of oil.

５．彼が病気から回復する見込みはない。
There is no hope (① that ② which ③ what) he will recover from his illness.
＝There is no hope (④ for ⑤ of) his recovering from his illness.
６．金持ちが必ずしも幸福だとは限らない。
The rich (① is ② are) not (２つ選べ ③ always ④ least ⑤ necessarily) happy.
７．She is no more beautiful than Mary.
(① 彼女はメアリーと同様美しくない ② 彼女はメアリーほど美しくない)
８．駅は私の家から石を投げれば届く範囲内にある。
The station is (① within ② inside) a stone’s throw (③ of ④ from) my house.
９．彼は医者だが，私も医者だ。
He is a doctor, and so (

)(

).

10．我々は毎朝適度な運動をする必要がある。
It is necessary that we (２つ選べ ① take ② will take ③ should take) moderate exercise
every morning.
11．習慣は国によって異なる。
Customs (① differ ② different) from country (

) country.

12．塩を取ってくれませんか。－はい，どうぞ。
Will you (① pass ② take) me the salt?－Here you (③ please ④ are).
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13．英国で教育を受けたので，彼は英語が話せる。
(① Educating ② Having educated ③ Educated) in England, he can speak English.
ただ

14．直ちに

(① immediately ② constantly)＝right (③ in ④ away)

＝at (⑤ once ⑥ soon)＝on the (⑦ spot ⑧ period)
15．間もなく彼が現れるだろう。
It will not be (

) before he (① appears ② will appear).

16．私は彼がそれをするのを許した。
I let him (① do ② to do) it.＝I allowed him (③ do ④ to do) it.
＝I permitted him (⑤ do ⑥ to do) it.
17．この本は２度読む価値がある。
This book is worth (① reading ② being read ③ to be read) twice.
＝This book is worthy (④ reading ⑤ to read ⑥ to be read) twice.
＝It is worth (⑦ time ⑧ while) to read this book twice.
18．彼は私より３歳年下だ。
He is (① junior ② senior)(③ to ④ than) me (⑤ by ⑥ for) three years.
19．君は行かない方がよい。 You (① had better not ② had not better)(③ go ④ to go).
20．もし私に十分な自由な時間があったなら，その小説を読むことができたのに。
I could have read the novel if I (① had ② had had ③ would have ④ would have had)
enough free time.
21．彼は試験に失敗しないように一生懸命勉強した。
He studied hard (① least ② lest) he (③ should ④ should not) fail in the test.
＝He studied hard so (⑤ as ⑥ that) he may not fail in the test.
22．私は何か冷たい飲み物が欲しい。
I want (① cold something ② something cold) to drink.
23．テムズ川は深すぎて誰にも泳ぎ渡ることはできない。
(① The ② 不要) Thames is too deep for (③ nobody ④ anybody) to (⑤ swim ⑥ swim across
⑦ swim across it).
24．There are two hats here. One is too big and (① other ② another ③ the other) is too small.
25．account for＝(① express ② represent ③ explain ④ calculate)
26．自分が正しいと思うことをしなさい。
Do (① what ② that) you think is right.
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27．彼は窓を割ったが，そのことが彼女を怒らせた。
He broke the window, (① that ② which ③ but) made her angry.《前文の内容が先行詞》
28．彼女は彼にそれをさせた。
She made him (① do ② to do) it.＝She had him (③ do ④ to do) it.
＝She let him (⑤ do ⑥ to do) it.＝She got him (⑦ do ⑧ to do) it.
＝He was made (⑨ do ⑩ to do) it by her.
29．鳥たちがさえずるのが聞こえた。
We heard some birds (① sing ② to sing).《知覚動詞能動態》
＝Some birds were heard (③ sing ④ to sing).《知覚動詞受動態》
30．私は英語で自分の言うことをわかってもらえなかった。
I couldn’t make myself (① understand ② to understand ③ understood) in English.
31．私は君から便りがあることを楽しみにしています。
I am looking forward to (① hear ② hearing)(③ from ④ of) you.
32．彼は決してうそつきではない。
He is far (① of ② from) a liar.＝He is by no (③ mean ④ means) a liar.
33．多くの本を読めば読むほど多くの知識を得ることができる。
The more books you read, (① the more ② the most ③ more) knowledge you can get.
34．その本の用が済めば貸して下さい。
Please lend me the book when you (① will do ② do ③ will have done ④ have done) with it.
《下線部は副詞節。「用が済んでしまったときに」で“完了”の雰囲気》
35．その時もっと金持ちであればよかったのに。
I wish I (① am ② were ③ had been) richer then.《仮定法。“過去”の)願望》
かさ

36．雨が降るといけないので傘を持っていきなさい。
Take an umbrella with you in case it (① rains ② will rain).《下線部は副詞節》
＝Take an umbrella with you for (③ fear ④ worry) that it should rain.
＝Take an umbrella with you (⑤ least ⑥ lest) it should rain.
37．ほとんどすべての家［それらの家々のうちほとんど］が取り壊された。
(① Almost ② Most) all the houses were pulled down.
＝(③ Almost ④ Most) houses were pulled down.
＝(⑤ Almost ⑥ Most) of the houses were pulled down.
38．給料が安いために彼は楽に暮らせないでいる。
His (① low ② cheap) salary (③ prevents ④ pretends) him from living in comfort.
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39．我々は水があって当然のものであると考える傾向がある。
We tend (① to take ② to taking) water for (③ granting ④ granted).
40．彼はその次の日の朝にテニスをすることを私に提案した。
He suggested (① me ② to me) that we (２つ選べ ③ play ④ played ⑤ should play) tennis
the next morning.
41．君はなぜそのようなことをしたのですか。
(① What ② Why ③ How) did you do that for?《for に着目》
42．ＡとＢを区別する
(２つ選べ ① tell ② know ③ prevent) A (１つ選べ ④ with ⑤ from) B
43．そのコンサートはいつ始まりますか。
How (① fast ② quickly ③ soon) will the concert begin?
44．彼は明日までに仕事をすべて仕上げなくてはならない。
He has to finish (① all his work ② his all work)(③ till ④ by ⑤ in) tomorrow.
《all はすべての形容詞的単語に先行する》
45．私はこの写真を見ると必ず幸せな学生時代のことを思い出す。
This picture always (① remembers ② recalls ③ reminds) me of my happy school days.
《of とつながりのよい動詞を選ぶ》
46．彼は海外留学をすることを考えている。
He is considering (① to study ② studying ③ to be studied) abroad.
47．７時に君を車で迎えに行くよ。
I’ll come and (① pick up you ② pick you up ③ pick out you ④ pick you out) at seven.
48．On (① any ② much ③ no) account must this be touched.《account「理由」》
《下線部が倒置形になっていることに着目》
49．この時計は修理が必要だ。
This watch wants (① to repair ② repaired ③ repairing).
やす

かた

50．言うは易く行うは難し。
Saying is one thing and doing is (① other ② the other ③ another).
※ 60 点以上を取ることができた人は，ご苦労様でした。修了証をもらってください。たとえ合格でき
たとしても 90 点以上の点数でなければよくありません。まだまだ復習をする必要があります。次は，
英単語の修了証へのテストにチャレンジしていってください《最重要英単語特訓の自己管理カードをも
らってください》。
59 点以下の人は，面談を行いますので，事務所で予約をしてください。何とかして合格できるような勉
強法を一緒に考えなくてはなりません。 あきらめないで…
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例文集公式テスト・解答集
例文集１～20 ページテスト
【解答】１．for, to
②③⑤

２．of, to, ②

10．until, that, ②

９．①④

17．to, ①②, to

②④

18．③

４．It, cost

３．③④

11．long, ①

19．①, of

５．without, ①

12．①④

13．what

20．①③⑤⑧⑩

21．①④

７．it, to８．

６．①④
14．what

22．③⑥

15．②

16．

23．③

24．②

25．①
例文集１～40 ページテスト
【解答】１．of, to, ②

２．without, ①

８．what, ①, what
16．②

10．③

９．①

17．②, going

18．②

３．①④

19．like

②③⑤24．times, as, as, times

４．long, ①

11．①③⑤⑧⑩

５．①

12．③⑥

20．my[me], smoking

６．what

13．②③

21．②, to

７．what, ②

14．②④

15．②③

22．enough, ①

23．

６．what, ②

７．

25．②③⑤

例文集１～60 ページテスト
【解答】１．without, ①

２．①④

what, ①, what

９．to, ①②, to

②

16．①④

25．①③

17．②③

18．②④

26．enough, ①

33．better
②

８．①

34．①③

42．③

43．③

３．until, that, ②
10．①, of

19．①②⑤⑥

27．have, been

35．from, ②
44．②

11．③

20．③

28．twice

36．The, the

45．④

４．long, ①

46．②

５．①④

12．③⑤

21．②

29．③④

37．②③

13．③

22．②④
30．②

38．③

47．Not , knowing

15．

23．②

24．①④

31．②③⑤

32．①⑤

39．①③

48．②

14．②③

40．①③

49．②③

41．

50．full, ②

⑤《⑤は形容詞としての open(開いている)》

例文集１～80 ページテスト
【解答】１．①④
①

10．②③

as, times
27．④

２．①④

３．②

４．②

11．①②⑤⑥

12．③

13．①③

19．①④
28．③

35．have, I

29．②

36．②

45．②③⑤

①⑤

20．①③

21．②⑤

30．only, ①

37．②③
46．②③

５．②④
14．②

22．②

15．③

23．①

31．case, ①⑥

38．①④⑥

６．to, ①②, to

39．②④

47．How, What, like

７．①, of

16．①④

24．②

40．①

８．①

33．②③

41．②④⑤
49．②③

42．②

９．

18．times, as,

25．had, succeeded

32．①, better

48．②

17．to

26．②

34．②④⑤⑧
43．③④

44．

50．②⑤

例文集１～100 ページテスト
【解答】１．for, to
①

８．③⑥

①⑤⑥

18．①⑤

have, I

27．①④⑥

36．②

①③
③

２．of, to, ②
10．①④

９．②

19．②④
28．②⑥

37．③

38．③

44．too, for, swim, in

３．without, ①

11．①②⑤⑥

20．②
29．③

21．③

５．①④

13．②④

14．②

22．②

23．①③

24．③

30．③④

39．①④⑤⑥

４．long, ①

12．②

31．①⑤

40．to

45．clever, enough, so, as, to

②④⑤

- 53 -

32．②

41．②
46．②④

６．what, ②

15．③

17．

25．full, ②⑤

26．

33．①②⑤

34．①④

42．on, my[me], paying
47．①

７．

16．②

48．④

49．②③

35．
43．②
50．
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例文集１～120 ページテスト
【解答】１．③④
③

②, reading
32．①③
③

９．so[as], as, less

16．①③

24．③

②⑥

17．only, ①

25．①③

33．③

41．①④

３．what, ①, what

２．long, ①

８．enough, ①

18．②③

26．①⑤

34．①④⑥

10．①③

19．②④⑤⑧

27．②③

35．①

42．By, what, ②

４．②③

11．from, ②

28．②④⑤

20．②③

44．③

６．①②⑤⑥
13．①③

21．①④

29．①, time, ③

36．having, been

43．②④⑤

５．①④
12．②⑤

37．②④

45．③

15．

22．②④

23．

30．①④

38．④

46．②

７．②

14．④

31．②④

39．②④⑤

47．②

40．

48．②③

49．

50．④

①⑤

例文集１～140 ページテスト
【解答】１．①④
have, been
①

18．②④⑤⑧

26．to, ①④
36．②⑥

27．①

37．②③

45．②③⑤⑥

①③④

４．my[me], smoking

３．②④

10．③④

９．②③⑤

17．②③

③④
③

２．①④

11．①③

19．②③
28．①

46．②

20．①④

29．④

38．②③

12．The, the

47．②

13．③

21．①④

30．③

39．②④

５．②, to

48．①

31．①③

49．②

14．①③

22．②⑥
32．③

40．あるがまま

６．①④

７．②

15．②

16．only,

23．③

24．①③

33．①④⑥

34．④

41．③

42．①⑤

８．
25．
35．

43．③

44．

50．③

例文集１～160 ページテスト
【解答】１．③④

２．①④

７．③

９．②

①

８．①③

17．①

24．②④

３．my[me], smoking

10．only, ①

18．How, What, like
25．④

like

34．②

③⑥

44．①⑥

26．①④

35．①③④

27．③

45．①②⑤

11．②③

19．③

36．①④

20．①

28．①⑤
37．②

46．②④

４．Whenever, ③
12．①④

21．May
29．①④

38．③

47．order

５．better

13．①④

14．②④

22．①④⑤⑥
30．①⑤

39．②

48．①④⑤⑧

15．③

16．

23．on, my[me], paying

31．②, are

40．④

６．from, ②

41．③

32．①⑤

33．

42．②, with

43．

49．①④⑥

50．③, out

例文集１～180 ページテスト
【解答】１．without, ①
③

10．①⑤

④⑤⑧
⑥

19．have, I

26．②

by, anybody
⑤

11．②⑤

42．①④

49．what, to

27．①③

２．②

３．①④

12．②

13．②

20．Neither, ②
28．②③

４．④

５．①③

６．②

14．had, succeeded

21．②④

29．②

22．②⑥

23．to, do

30．①, time, ③

35．By, what, ②

36．②, be

37．①

43．②③④⑤⑦

44．along[on]

38、①

45．②, for, for

50．able, ③
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15．②

31．②⑤
39．③

７．①④

８．②

９．①

16．③

17．②

18．②

24．②④⑥⑦
32．③

25．①③

33．②③

34．

40．②, shall、④、41．①

46．②⑤⑥

47．③⑤

48．①, in
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例文集１～213 ページテスト
【解答】１．It, cost
telling

18．②⑥

②④
①

２．without, ①
10．①⑤

９．①④

28．③

①, teens

19．①③⑥

29．③

４．it, to

３．①④

11．②④
20．②

12．③

21．①③

30．By, what, ②

22．②

31．②, be

34．②④⑤

35．①④

36．②, shall, ④

41．Birds

42．will

43．③

40．①, in

５．②

13．③

44．①

６．②④

14．②③
23．①⑤

８．impossible,

７．②

15．②③
24．①③

16．②④⑤⑧
25．③

17．

26．③

27．

32．④⑥《“肯定的”なので a が必要》
37．②③④⑤⑦

38．②, for, for

33．

39．②⑤⑥

45．①

46．②⑤

47．royal

48．②

49．③

３．without, above

４．①④

５．②③⑤

６．①④

50．②
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【解答】１．of, to, ②
until[till], that, ②
14．①③⑤⑧⑩
The, the
⑤⑧
③, to
②⑤

21．②⑤

40．③

description

９．as, than

８．long, ①

15．①⑤

28．am, I
35．③

２．should, ④
16．②③⑤

22．①

17．Whenever, ③

30．②, too

37．①, are

41．①③⑤⑧⑩
47．②③⑥

31．①③

11．what, to

18．③, that

23．had, succeeded 24．②③

29．②⑤

36．③⑥

10．What, that

12．①

13．①⑤

19．much, as, than

25．①③

26．case, ①⑥

32．How, What, like

７．
20．

27．②④

33．for, ②④

34．①

38．③《参考:The traffic is heavy. は｢交通量が多い｣》 39．

42．at, in, all, in, ①

48．③, on

43．①④⑤⑦

49．behind, out, of

44．①④⑤⑧

45．①④⑤

46．

50．②

例文集修了証テスト②
【解答】１．of, to, with
７．①

８．①④⑥

15．③

16．③④

the

22．①

２．It, cost

３．①③

９．②③⑤⑥

10．②

23．②

36．③

11．①⑥⑧

24．②

25．①③

37．①④

38．①④⑥

As《「～するにつれて」》 45．②⑤

26．②③, that

30．①④⑥

31．①

39．①⑤

46．①②⑤

19．③⑤⑦

27．②④⑤⑧

32．②④⑥⑦

40．②④⑤

47．③

５．long, ①

６．what, ①, what

12．①②, without 13．②⑥

17．①③⑤《年下なので junior》 18．②④

形なのでそれに合わせる》 29．②
first, to

４．until, that, ②

20．①③

14．①④
21．The,

28．did, I《told が過去

33．①⑤

34．①③

35．

42．②

43．①⑥

44．

49．description

50．

41．③

48．①, place, out

①③
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【解答】１．②④
①

10．②③

①③⑥

29．①④

③

39．②

②③

11．②④

20．①⑤

③

48．③

２．②③

12．①

21．④

30．②
40．④
49．①

３．①

13．②④

22．①④⑥

31．③
41．③

４．②

14．②③

23．①③

32．②③
42．③

５．①③⑤⑧⑩
15．③

24．①④

33．③

50．②⑤
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16．④

25．②③⑤

34．④⑥

43．①④⑤⑧

６．①④

７．③⑤
17．③

26．①

８．③

９．

18．②③

19．

27．①②⑤

28．

35．②

36．②③

37．②③

38．

44．②③④⑤

45．①⑤

46．①③

47．
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例文集修了証テスト④
【解答】１．of, to ②
①

９．am, I

８．①③

①④⑥

17．①⑥⑧

③

26．①

③

36．①③⑥

①④

２．①

27．②

45．③

３．until[till], that, ②

10．①③

18．①③⑤

11．①, to
19．①③

28．①③⑤⑧⑩

37．①④⑥
46．②

38．①③

47．②

48．③

12．①④

20．②

29．①④

４．What, that

49．③

14．①④⑤⑦

21．②③⑥

30．③

39．①④

13．③

50．③

- 56 -

22．②

31．②③

40．②③⑤

５．①⑤

７．

15．long, ①

16．

23．①④⑥

24．③

25．

33．①

34．④

35．

42．①②⑤

43．③

44．

32．②④

41．①

６．②③⑤

