－２年英語課題－
1 章 文の種類 Step 1 1 平叙文
□ 001 You are very kind to everyone.
□ 001 あなたは誰に対しても、とても親切だ。
□ 002 I want a new jacket.
□ 002 私は新しいジャケットが欲しい。
□ 003 My father will come home soon.
□ 003 父はじきに帰宅する。
□ 004 I’m not good at math.
□ 004 私は数学は得意でない。
□ 005 My mother doesn’t drink coffee.
□ 005 私の母はコーヒーを飲まない。
□ 006 He cannot swim very well.
□ 006 彼はあまり上手に泳げない。
2 疑問文
□ 007 “Are you hungry?”“Yes, I am.”
□ 007 「おなかがすいていますか」「はい、すいています」
□ 008 “Do you know his phone number?”“No, I don’t.” □ 008 「彼の電話番号を知っていますか」「いいえ、知りません」
□ 009 “Can we use this room now?”
“Yes, you can.” □ 009 「今、この部屋を使えますか」
「はい、使えます」
□ 010 “Who lives in that house?”“Mike does.” □ 010 「あの家には誰が住んでいますか」「マイクが住んでいます」
□ 011 “What did you have for lunch?”“I had some pasta.” □ 011 「お昼に何を食べましたか」「パスタを食べました」
□ 012 “Where do you want to live?”
“I want to live in the country.” □ 012 「どこに住みたいですか」「田舎に住みたいです」
3 命令文
□ 013 Be positive.
□ 013 前向きになれ。
□ 014 Go to bed now. □ 014 もう寝なさい。
□ 015 Don’t say a word. □ 015 ひと言もしゃべるな。
4 感嘆文
□ 016 How smart you are!
□ 016 君はなんて賢いんだ！
□ 017 How fast she runs!
□ 017 彼女はなんて速く走るんでしょう！
□ 018 What a funny story it is!
□ 018 なんておかしな話なんだ！
2 章 文型 Step 1 1 自動詞と他動詞
□ 025 The baby smiled.
□ 025 赤ちゃんはにっこりした。
□ 026 The baby had a big smile.
□ 026 赤ちゃんは満面の笑みを浮かべた。
2 英語の基本文型
□ 027 He shouted.
□ 027 彼は叫んだ。
□ 028 My sister lives alone in an apartment.
□ 028 姉は 1 人でアパートで暮らしている。
□ 029 My computer was expensive.
□ 029 私のコンピューターは高価だった。
□ 030 You look pretty in that dress.
□ 030 あなたはそのドレスを着るとかわいく見えますよ。
□ 031 I love sports.
□ 031 私はスポーツが大好きです。
□ 032 You can buy fresh vegetables in that store.
□ 032 あの店では新鮮な野菜を買うことができます。
□ 033 My brother gave me his guitar.
□ 033 兄は私に自分のギターをくれた。
□ 034 My parents bought me a digital camera.
□ 034 両親は私にデジタルカメラを買ってくれた。
□ 035 They call him a genius.
□ 035 人々は彼のことを天才と呼んでいる。
□ 036 This song makes me happy.
□ 036 この曲は私を幸せな気分にしてくれる。
Step 2 1 文型と動詞のパターン
□ 037 Her family seems happy.
□ 037 彼女の家族は幸せそうだ。
□ 038 My dream came true.
□ 038 私の夢が実現した。
□ 039 This apple tastes sweet.
□ 039 このリンゴは甘い味がする。
□ 040 I sent my host family a greeting card.
□ 040 私はホストファミリーにグリーティングカードを送った。
□ 041 I made my friends some pancakes.
□ 041 私は友達にパンケーキを作ってあげた。
□ 042 You can ask me any questions.
□ 042 私にどんな質問をしても構いません。
□ 043 The old couple named the baby Momotaro. □ 043 老夫婦はその赤ん坊を桃太郎と名づけました。
□ 044 Somebody left the window open. □ 044 誰かが窓を開けっ放しにしておいた。
2 「There ＋ be 動詞＋名詞」の文
□ 045 There is a coffee shop on the first floor of this hotel. □ 045 このホテルの 1 階には喫茶店がある。
□ 046 There are over 1,200 students in our school. □ 046 私たちの学校には 1200 人を超える生徒がいる。
3 章 時制 Step 1 1 現在のことを表現する
□ 047 Today, even elementary school children have computers. □ 047 今日では、小学生でもコンピューターを持っている。

□ 048 I know Bill’s e-mail address.
□ 048 私はビルの E メールアドレスを知っている。
□ 049 My father takes a walk with my mother every day.
□ 049 父は毎日、母と散歩をする。
□ 050 Light travels faster than sound. □ 050 光は音よりも速く進む。
□ 051 “What are you doing?” “I’m looking for my glasses.”□ 051 「何をしているんですか？」「眼鏡を探しているんです」
□ 052 These days, I’m reading Japanese novels in English. □ 052 私は最近、日本の小説を英語で読んでいる。
2 過去のことを表現する
□ 053 We lived in Los Angeles in 2005. □ 053 私たちは 2005 年にロサンゼルスに住んでいた。
□ 054 I ate too much chocolate yesterday. □ 054 私は昨日、チョコレートを食べすぎた。
□ 055He often studied on the train when he was a student. □ 055 彼は学生時代に、しばしば電車の中で勉強した。
□ 056 I was cleaning my room when she called me.□ 056 彼女が電話してきた時、私は部屋の掃除をしていた。
□ 057 My sister and I were watching DVDs all night long. □ 057 姉と私は一晩中 DVD を見続けていた。
3 未来のことを表現する
□ 058 My brother will pass the exam. □ 058 兄は試験に合格するだろう。
□ 059 I’m thirsty. I will have something to drink. □ 059 のどが渇いた。何か飲み物を飲もう。
□ 060 I’m going to work part-time at a gift shop next summer.□ 060 次の夏は土産物店でアルバイトをする予定です。
Step 2 1 進行形の意味の広がり
□ 061 The flowers are dying. I have to water them. □ 061 花が枯れかけている。水をやらなくては。
□ 062 My father is living in Osaka now. □ 062 父は今、大阪に住んでいます。
□ 063 Why is she being so unkind today? □ 063 どうして彼女は今日、あんなに不親切なんだろう？
□ 064 They are always talking in the library. □ 064 彼らはいつも図書館で話してばかりいる。
□ 065 My father is leaving for New York tomorrow morning. □ 065 父は明日の朝ニューヨークに出発する予定です。
□ 066 My mother was originally arriving at the station at 7 p.m. □ 066 母は当初、午後 7 時に駅に着く予定だった。
2 未来のさまざまな表現
□ 067 We will leave when my father comes back home. □ 067 父が帰宅したら、私たちは出発します。
□ 068 If it rains tomorrow, I won’t go out. □ 068 明日雨が降ったら、外出はしません。
□ 069 Tomorrow is my birthday. □ 069 明日は私の誕生日だ。
□ 070 The train bound for Tokyo leaves at 10:45. □ 070 東京行きの電車は、10 時 45 分に出発します。
□ 071 At this time tomorrow, she will be flying to Taiwan. □ 071 明日のこの時間、彼女は台湾へ飛行機で向かっているだろう。
□ 072 Don’t call me between 6:00 and 7:00. I’ll be helping my father then.
□ 072 6 時から 7 時の間は電話しないでください。その時間は父の手伝いをすることになっています。
□ 073 The prime minister is to visit the United States next week. □ 073 首相は来週、アメリカ合衆国を訪問することになっている。
□ 074 The train is about to leave. □ 074 電車がまさに出発しようとしている。
□ 075 I was on the point of going home. □ 075 私はちょうど家に帰ろうとしているところだった。
4 章 完了形 Step 1 1 現在完了形
□ 076 I have already written the report. □ 076 私はすでにその報告書を書き終えている。
□ 077 The air conditioner in this room has stopped. □ 077 この部屋のエアコンが止まってしまった。
□ 078 I have seen the movie before. □ 078 私はその映画を前に見たことがある。
□ 079 Have you ever been to Hokkaido? □ 079 これまでに北海道に行ったことはありますか。
□ 080 I’ve known her since she was a little girl. □ 080 私は彼女が小さな少女だった時から彼女を知っている。
□ 081 They have been married for two years. □ 081 彼らは結婚して 2 年になる。
□ 082 Peter has been trying to contact Lisa since last week. □ 082 先週から、ピ－ターはリサと連絡を取ろうとしている。
2 過去完了形
□ 083 The party had already started when I got to the restaurant.
□ 083 私がレストランに着いた時には、パーティーはすでに始まっていた。
□ 084 I had never been on a plane before I went to Okinawa last month.
□ 084 先月沖縄に行くまで、私は飛行機に乗ったことがなかった。
□ 085 He had lived in Egypt for 20 years before he came to Japan.□ 085 彼は日本に来る前 20 年間エジプトに住んでいた。
□ 086 The girls had been waiting for three hours before the singer turned up.
□ 086 少女たちはその歌手が姿を見せるまで、3 時間ずっと待ち続けていた。
3 未来完了形
□ 087 The meeting will have ended by noon. □ 087 正午までには、その会議は終わっているだろう。
□ 088 His speech will have started when we get there. □ 088 私たちがそこに着く時には、彼のスピーチは始まっているだろう。

□ 089 I will have seen her performance three times if I go to the play.
□ 089 もしその芝居に行けば、私は彼女の公演を 3 回見たことになる。
□ 090 My brother will have lived in Kyoto for 10 years next year.□ 090 来年で、私の兄は京都に住んで 10 年になる。
Step 2 1 「時・条件」を表す接続詞と現在完了形
□ 091 Please return the book when you have finished reading it. □ 091 その本を読み終わったら返却してください。
2 時の前後関係を明確にする過去完了形
□ 092 I noticed that someone had opened the envelope. □ 092 私は誰かがその封筒を開封していたことに気づいた。
□ 093 He showed me the medal that he had won in the speech contest.
□ 093 彼はスピーチコンテストで勝ち取ったメダルを私に見せてくれた。
3 完了形を用いたさまざまな表現
□ 094 It has been six years since I began studying English. □ 094 英語の勉強を始めてから 6 年になる。
□ 095 Two years have passed since my grandfather died. □ 095 祖父が亡くなってから 2 年たった。
□ 096 This is the first time I’ve listened to his music. □ 096 彼の音楽を聞くのはこれが初めてだ。
5 章 助動詞 Step 1 1 can、could、be able to
□ 097 My brother can run fast. □ 097 兄は速く走れる。
□ 098 I can help you tomorrow. □ 098 明日、あなたを手伝うことができます。
□ 099We are able to put off the meeting until next week. □ 099 私たちは会合を来週まで延期することができます。
□ 100 Will you be able to go to the concert on Sunday? □ 100 日曜日に、そのコンサートに行くことはできますか。
□ 101 My sister could read by herself when she was 3 years old. □ 101 私の姉は 3 歳の時に自分で本を読むことができた。
□ 102 We were able to get to the stadium in 10 minutes. □ 102 私たちは 10 分で競技場に着くことができた。
□ 103 It can snow in Hokkaido in April. □ 103 北海道では 4 月に雪が降ることがある。
□ 104 Can the rumor be true? □ 104 そのうわさ話は本当なのだろうか。
□ 105You could have a stomachache if you eattoo much. □ 105 食べ過ぎると、おなかが痛くなるかもしれないよ。
□ 106 You can use my scissors. □ 106 私のはさみを使っていいですよ。
□ 107 In soccer, you can’t touch the ball with your hands. □ 107 サッカーでは、ボールを手で触ってはいけない。
□ 108 “Can I ask you something?”“Yes, of course, you can.” □ 108 「ちょっと質問をしてもいいですか」「ええ、もちろん、いいですよ」
□ 109 I can’t hear you. Can you speak a little louder? □ 109 君の言うことが聞こえないんだ。もう少し大きな声で話してくれないかい？
□ 110 I’m very busy now. Could you call me in 10 minutes? □ 110 今、すごく忙しいのです。10 分後に電話していただけますか。
2 may、might
□ 111 I may go to Yokohama tomorrow. □ 111 明日横浜に行くかもしれない。
□ 112 I might go to Yokohama tomorrow. □ 112 ひょっとしたら明日横浜に行くかもしれない。
□ 113 “May I leave early today, Mr. Smith?”
“Yes, of course you may.”113 「スミス先生、今日は早退してもよろしいですか」「ああ、もちろんよろしい」
□ 114 Students may not use this entrance. □ 114 生徒はこの入口を使用してはいけない。
3 must、have to
□ 115 It’s late. I must be home before dark. □ 115 もう遅い時間だ。暗くなる前に家に戻らなければいけない。
□ 116 Students at this high school have to wear auniform. 116 この高校では生徒は制服を着用しなければならない。
□ 117 You must not be late for school. □ 117 学校に遅刻してはいけません。
□ 118 I don’t have to finish this work today. □ 118 私はこの作業を今日終わらせなくてもよい。
□ 119There must be more than 1,000 people in this hall. 119 このホールには 1000 人を超える人がいるに違いない。
□ 120 My father is keeping quiet, so he must be very angry.120 父は黙ったままだから、すごく怒っているに違いない。
4 should、ought to、had better
□ 121 You should clean your classroom every day. □ 121 君たちは教室を毎日掃除すべきです。
□ 122 You ought to apologize to Meg. □ 122 メグに謝るべきだよ。
□ 123 He left an hour ago. He should be home bynow.□ 123 彼は 1 時間前に出た。今はもう家にいるはずだ。
□ 124 We ought to arrive in time if we take a taxi. □ 124 私たちはタクシーを使えば間に合って到着するはずだ。
□ 125 You don’t look well. You had better see adoctor. 125 顔色がよくないよ。お医者さんにかかったほうがいい。
5 will、would、shall、used to、need
□ 126 I will help you with your homework. □ 126 あなたの宿題を手伝いますよ。
□ 127 This PC won’t recognize my password. □ 127 このパソコンはどうしても私のパスワードを認識しない。
□ 128 This PC wouldn’t recognize my password. 128 このパソコンはどうしても私のパスワードを認識しなかった。
□ 129 If you take this medicine, you will feel better. □ 129 この薬を飲めば、気分がよくなるでしょう。
□ 130 He took the 8:30 train, so he will be in Nagoya by now. 130 彼は 8 時半の電車に乗ったので今ごろは名古屋にいるでしょう。

□ 131 She would be studying for the exam at thistime. □ 131 彼女はこの時間、たぶん試験勉強をしているだろう。
□ 132 Will you wash the dishes? □ 132 お皿を洗ってくれますか。
□ 133 Would you repeat the question? □ 133 質問を繰り返していただけますか。
□ 134 My father would often take me to themuseum. 134 父はよく私を博物館に連れていってくれたものでした。
□ 135I used to play baseball a lot. Now I play soccer. 135 私は、以前はよく野球をしていました。今はサッカーをします。
□ 136 There used to be a movie theater around here. □ 136 このあたりには以前、映画館がありました。
□ 137 You need not make a reservation beforehand. □ 137 前もって予約する必要はありません。
□ 138 Shall I attend the club meeting for you? □ 138 あなたの代わりに私がクラブの会合に出ましょうか。
□ 139 Shall we meet at 6 p.m. at the station? □ 139 駅で午後 6 時に会いましょうか。
Step 2 1 助動詞＋ have ＋過去分詞
□ 140 The password may have been wrong. □ 140 そのパスワードは間違っていたかもしれない。
□ 141 Emily could have missed the train. □ 141 エミリーは電車に乗り遅れたかもしれない。
□ 142 The weather is fine. The marathon should have started as planned. 142 天気がいい。マラソンは予定どおり始まったはずだ。
□ 143 Kent didn’t answer my e-mail. He must have been in bed. 143 ケントは私のメールに返信してこなかった。寝ていたに違いない。
□ 144 I can’t have left my cap on the train. □ 144 電車に帽子を置き忘れたはずがない。
□ 145 You should have listened to me when I warned you. 145 私があなたに警告したとき、私の言うことを聞くべきでしたよ。
□ 146 This curry is too hot! I shouldn’t have ordered it. 146 このカレーは辛すぎる！注文するべきではなかった。
□ 147 He needn’t have waited for his friends. □ 147 彼は友人たちを待つ必要はなかったのに。
2 助動詞を用いた慣用表現
□ 148I would like my own room in our new house. □ 148 できれば新しい家に自分の部屋が欲しいです。
□ 149 I would like to go shopping this afternoon. □ 149 できれば今日の午後、買い物に行きたいです。
□ 150 Since it’s raining heavily, I’d rather stay home today. 150 激しく雨が降っているので、今日はむしろ家にいたい。
□ 151I’d rather not have the operation if it is not urgent.□ 151 緊急でなければ、手術を受けたくはない。
□ 152 It may well rain this afternoon. □ 152 今日の午後おそらく雨が降るだろう。
□ 153 Mr. Tanaka may well get angry with Akio. □ 153 田中先生がアキオに腹を立てるのも当然だ。
□ 154 Since we’re just sitting here, we may as well have some coffee. 154 ここに座っているだけなので、コーヒーでも飲むほうがいいかもしれないね。
3 that 節の中で用いられる should
□ 155 It is strange that Mai should be late for school. □ 155 マイが学校に遅れるなんて奇妙だ。
□ 156 I’m surprised that a lot of people shouldhave agreed with the plan. □ 156 多くの人がその計画に賛成したとは、私には驚きだ。
□ 157 Joe suggested that we should travel to Kyushu this summer. □ 157 ジョーは私たちに、この夏、九州へ旅行に行くことを提案した。
□ 158 It is necessary that you should wear a helmet during the work. □ 158 その作業の間はヘルメットをかぶる必要があります。
6 章 受動態
Step 1 1 受動態の基本形
□ 159 English is spoken all over the world. □ 159 英語は世界中で話されている。
□ 160 Horyuji was built in the seventh century. □ 160 法隆寺は 7 世紀に建てられた。
□ 161 This wonderful poem was written by a child. □ 161 この素晴らしい詩は、ある子どもによって書かれた。
□ 162 Their website is updated daily. □ 162 彼らのウェブサイトは毎日更新される。
□ 163 The singer is not known in Japan. □ 163 その歌手は日本では知られていない。
□ 164 The food was not heated enough. □ 164 その食べ物は十分に加熱されなかった。
□ 165 Are these computers made in Japan? □ 165 これらのコンピューターは日本製ですか。
□ 166 Were these pictures taken last year? □ 166 これらの写真は昨年撮られたのですか。
□ 167 Who was praised by the teacher? □ 167 先生にほめられたのは誰ですか。
□ 168 When is this type of song sung? □ 168 こういう種類の歌はいつ歌われていますか。
2 受動態のさまざまな形①
□ 169 The book can be bought on the Internet. □ 169 その本はインターネットで買うことができる。
□ 170 Our sports day will be held on October 10. □ 170 運動会は 10 月 10 日に行われるだろう。
□ 171 That boy is now being scolded by his mother. □ 171 あの少年は今、母親に叱られているところです。
□ 172 Last month, roads were being repaired here and there. □ 172 先月、道路があちこちで修理中だった。
□ 173 Soran Bushi has been sung since the Edo period. □ 173 ソーラン節は江戸時代から歌われてきた。
□ 174 Before the bridge came into use, ferryboats had often been used. □ 174 その橋が使えるようになる前は、連絡船がよく利用されていた。
3 語順に注意が必要な受動態
□ 175The winners were given the medals by the mayor.□ 175 入賞者は市長からメダルを与えられた。

□ 176 The medals were given to the winners bythe mayor. □ 176 メダルが市長から入賞者に与えられた。
□ 177 The skirt was made for Nancy by my aunt. □ 177 そのスカートは、私の叔母によってナンシーのために作られた。
□ 178 The cat is called Nora by everyone. □ 178 その猫は誰からもノラと呼ばれている。
Step 2 1 受動態のさまざまな形②
□ 179 The picnic was put off because of rain. □ 179 ピクニックは雨のため延期になった。
□ 180 When I dropped the bag, the eggs inside it got broken. □ 180 私が袋を落としたとき、袋の中の卵が割れた。
□ 181 When I looked into the bag, the eggs inside it were broken. □ 181 私が袋をのぞき込んだとき、袋の中の卵は割れていた。
□ 182 It is said that young people today are realistic. □ 182 今日の若者は現実的だと言われている。
2 前置詞に注意すべき受動態
□ 183 The ground is completely covered with snow.□ 183 地面は雪で完全に覆われている。
□ 184 I am surprised at your progress. □ 184 あなたの進歩には驚いています。
7 章 不定詞 Step 1 1 不定詞の名詞的用法
□ 185 To study for hours is hard. □ 185 何時間も勉強することは大変だ。
□ 186 It is necessary to consider the plan carefully. □ 186 その計画について注意深く検討する必要がある。
□ 187 My dream is to own a mansion in Hawaii. □ 187 私の夢はハワイに豪邸を所有することだ。
□ 188 I decided to study economics at university. □ 188 私は大学で経済学を学ぶことにした。
□ 189 Do you think it possible to complete this project within a year? □ 189 この事業を 1 年以内にやり遂げることは可能だと思いますか。
2 不定詞の形容詞的用法
□ 190 I want a book to teach me practical English grammar.□ 190 実用的な英文法を教えてくれる本が欲しい。
□ 191 We have lots of things to do before the exams.□ 191 試験前にはすべきことがたくさんある。
□ 192 We have a problem to talk about. □ 192 私たちには話し合うべき問題がある。
□ 193 He has the ability to bring the team together. □ 193 彼にはチームをまとめる能力がある。
3 不定詞の副詞的用法
□ 194 Tom gets up early to walk his dog. □ 194 トムは犬の散歩をするために早起きをしている。
□ 195 He went to Los Angeles to play baseball in the Major Leagues. □ 195 彼はメジャーリーグで野球をするためにロサンゼルスへ行った。
□ 196 I opened the box to find that some products were missing. □ 196 私は箱を開けて、いくつかの製品がないことに気づいた。
□ 197 I’m glad to see you again. □ 197 再会できてうれしいよ。
□ 198 You were careless to leave your bag on the train. □ 198 バッグを電車に置き忘れるとは、あなたは不注意でした。
4 不定詞の意味上の主語
□ 199 It is important for him to keep regular hours. □ 199 彼が規則正しい生活を送ることが重要だ。
□ 200 It is kind of him to help me with the suitcase. □ 200 私のスーツケースを持ってくれるなんて、彼は親切だ。
5 不定詞と結びつきやすい動詞
□ 201 She seems to be happy with her new apartment. □ 201 彼女は新しいアパートに満足しているようだ。
□ 202 John came to understand Japanese culture. □ 202 ジョンは日本文化を理解するようになった。
□ 203 I want you to help me with my work. □ 203 私はあなたに仕事を手伝ってほしい。
□ 204 We asked a porter to carry our baggage to our room.204 私たちはポーターに荷物を部屋に運ぶように頼んだ。
□ 205 My parents won’t allow me to go out after dark. 205 私の両親は、私が日没後に外出することを許そうとしない。
6 動詞の原形を用いる表現
□ 206 The English teacher made us read some difficult books in English. □ 206 その英語の先生は、私たちに何冊かの難しい英語の本を読ませた。
□ 207 We heard someone shout in the distance. □ 207 私たちは誰かが遠くで叫ぶのを聞いた。
7 疑問詞＋不定詞
□ 208 I didn’t know what to say when I met him. □ 208 私は彼に会ったとき、何と言ったらよいか分からなかった。
□ 209 She showed me how to cook roast beef. □ 209 彼女は私にローストビーフの作り方を教えてくれた。
Step 2 1 不定詞と結びつく形容詞
□ 210 My grandfather is rather difficult to please. □ 210 私の祖父は喜ばせるのがかなり難しい。
□ 211 He is sure to pass the entrance exam. □ 211 彼はきっと入試に合格するだろう。
□ 212 She is ready to accept the offer. □ 212 彼女はその申し出を受け入れる心の準備ができている。
2 不定詞の形
□ 213 Jay seems to have been a professional soccer player. □ 213 ジェイはプロサッカー選手だったらしい。
□ 214 Sue seemed to have been sick in bed at home. □ 214 スーは自宅療養していたように思われた。
□ 215 He seems to be studying in his room. □ 215 彼は自分の部屋で勉強しているようです。
□ 216 I want her works to be known by more people. □ 216 彼女の作品がもっと多くの人に知られてほしい。

3 不定詞を用いたさまざまな表現
□ 217 It cost him thousands of dollars to repair his house. □ 217 彼が家を修理するのに何千ドルもかかった。
□ 218 It will take us about five hours to drive to Sapporo. □ 218 私たちが札幌まで車で行くのに約 5 時間かかるでしょう。
□ 219 The president is to visit Thailand next week. □ 219 大統領は来週タイを訪問することになっている。
□ 220 Players are to arrive here 30 minutes beforethe game starts. □ 220 選手は試合開始 30 分前にここに到着しなければならない。
□ 221 I’m too busy to help you with the report. □ 221 僕は忙しすぎて君の報告書を手伝えない。
□ 222 She is old enough to drive a car. □ 222 彼女は車を運転できる年齢だ。
□ 223 He was so kind as to take me to the hospital. □ 223 彼は私を病院に連れていってくれるほど親切だった。
□ 224 To be honest with you, I am not very confident. □ 224 正直に言うと、私はあまり自信がない。
□ 225 “Do you want to join our dance group?”“I’d love to.” □ 225 「私たちのダンスグループに入りたいですか」「ぜひそうしたいです」
8 章 動名詞 Step 1 1 動名詞の働き
□ 226 Chatting online with friends is fun. □ 226 友達とオンラインでチャットをすることは楽しい。
□ 227 Her hobby is making leather accessories. □ 227 彼女の趣味は革のアクセサリーを作ることだ。
□ 228 I enjoyed walking around the lake early in the morning. □ 228 私は早朝に湖の周りを散歩することを楽しんだ。
□ 229 Don’t be afraid of making mistakes. □ 229 間違えることを恐れるな。
2 動詞の目的語になる動名詞と不定詞
□ 230 I’ve just finished doing the laundry. □ 230 私はちょうど洗濯をし終えたところだ。
□ 231 We should consider moving to a quieter place. □ 231 私たちはもっと静かな場所に引っ越すことを検討すべきだ。
□ 232I am planning to study at a university in China. □ 232 私は中国の大学で学ぶことを計画している。
□ 233 The boy refused to eat vegetables. □ 233 その男の子は野菜を食べることを拒んだ。
□ 234 My father loves taking a walk along the beach. □ 234 父は浜辺を散歩するのが大好きだ。
□ 235 I tried walking to school and found it quicker than taking the train. □ 235 私は歩いて学校に行ってみて、電車を使うよりも早いと分かった。
□ 236 I tried to walk to school but gave up halfway. □ 236 私は歩いて学校に行こうとしたが、半ばであきらめた。
Step 2 1 動名詞の意味上の主語
□ 237 I don’t mind his practicing the guitar here. 237 彼がここでギターの練習をすることを、私は気にしませんよ。
□ 238 Billy doesn’t like his sister showing off her knowledge. □ 238 ビリーは、姉が知識をひけらかすのが気に入らない。
2 動名詞のさまざまな形
□ 239 Sometimes not looking back is a good thing. □ 239 （過去を）振り返らないことは時にはよいことだ。
□ 240 I don’t like being stared at. □ 240 私はじっと見つめられるのが好きではない。
□ 241 He is proud of having won the award for hisnovel. 241 彼は小説でその賞を取ったことを誇りに思っている。
3 動名詞の慣用表現
□ 242 I’m looking forward to seeing you again. □ 242 あなたにまたお会いすることを楽しみにしています。
□ 243 He is used to riding a crowded train. □ 243 彼は混雑した電車に乗ることに慣れている。
□ 244 I don’t feel like traveling very far today. □ 244 今日は遠出をしたい気分じゃない。
□ 245 It is no use trying to explain the reasons. □ 245 理由を説明しようとしてもむだである。
□ 246 There is no postponing our final decision. □ 246 最終決定を先送りすることはできない。
9 章 分詞 Step 1 1 分詞の限定用法
□ 247 Do you know that man reading a newspaper?□ 247 新聞を読んでいる、あの男性を知っていますか。
□ 248 This is a table made in the 19th century. □ 248 これは 19 世紀に作られたテーブルです。
□ 249 The mother picked up her sleeping baby. □ 249 母親は眠っている赤ちゃんを抱き上げた。
□ 250 I cut my finger on a broken glass. □ 250 私は割れたグラスで指を切った。
2 分詞の叙述用法
□ 251 The prices of computers kept dropping for 10 years. □ 251 コンピューターの価格は 10 年間下がり続けた。
□ 252 The movie star stood surrounded by his fans. □ 252 その映画スターはファンたちに囲まれて立っていた。
□ 253 I kept him waiting for about an hour. □ 253 私は彼を約 1 時間待たせておいた。
□ 254 They left the problem unsolved for weeks. 254 彼らはその問題を何週間も解決されないまま放っておいた。
3 分詞を have[get]や知覚動詞とともに用いる
□ 255 The doctor had us waiting for two hours. □ 255 その医師は私たちを 2 時間待たせた。
□ 256 I had my photo taken. □ 256 私は写真を撮ってもらった。
□ 257 We had our password stolen. □ 257 私たちはパスワードを盗まれた。
□ 258 She got her job done by noon. □ 258 彼女は正午までに自分の仕事を済ませた。
□ 259 We saw the kitten playing with a ball. □ 259 私たちはその子猫がボールにじゃれているのを見た。

□ 260 Have you ever heard this song sung in Japanese? 260 この歌が日本語で歌われるのを聞いたことがありますか。
4 分詞構文の基本
□ 261 Smiling brightly, she extended her hand for a handshake. □ 261 明るくほほ笑みながら、彼女は握手を求めて手を伸ばした。
□ 262 Seeing me, the dog began barking. □ 262 私を見ると、その犬はほえ始めた。
□ 263 I ran all the way to the station, arriving just in time for the train. □ 263 駅までずっと走って、電車にちょうど間に合うように着いた。
□ 264 Chosen as captain, I was proud of myself. □ 264 キャプテンに選ばれたので、私は自分を誇りに思った。
Step 2 1 分詞構文のさまざまな形
□ 265 Having finished his work, he went to the concert.□ 265 仕事を終えてしまうと、彼はコンサートに行った。
□ 266 Not knowing his address, I couldn’t send the package to him. □ 266 彼の住所を知らなかったので、彼に小包を送ることができなかった。
□ 267 While staying in New York, I had a chance to
see a famous actor. □ 267 ニューヨークに滞在している間に、ある有名な俳優を見かける機会があった。
2 独立分詞構文
□ 268 The room being hot, I opened the window. □ 268 部屋が暑かったので、私は窓を開けた。
□ 269 Judging from the look of the sky, it may rain
in the afternoon. □ 269 空模様から判断すると、午後には雨が降るかもしれない。
3 分詞を用いたさまざまな表現
□ 270 She rode her bike with her long hair waving
in the wind. □ 270 彼女は長い髪を風になびかせながら自転車を走らせた。
□ 271 I sat on the sofa with my legs crossed. □ 271 私は脚を組んでソファに座っていた。
□ 272 There was a rat running across the floor. □ 272 ネズミが床を横切って走っていた。
□ 273 My brother is busy doing his homework. □ 273 弟は宿題をするのに忙しい。
□ 274 We went shopping in Shibuya last Sunday. □ 274 この前の日曜日、私たちは渋谷に買い物に行った。
10 章 関係詞
Step 1 1 関係代名詞の限定用法
□ 275 I know a student who speaks English well. □ 275 私は英語を上手に話す生徒を知っている。
□ 276 The girl who(m) Ken often sees on the train
talked to him today. □ 276 ケンが電車でよく見かける女の子が今日、彼に話しかけてきた。
□ 277 We visited a company which makes ecofriendly products. □ 277 私たちは環境に優しい製品を作っている会社を訪ねた。
□ 278 This is the math problem which I can’t solve. □ 278 これが、私が解けない数学の問題です。
□ 279 We went to a restaurant that opened last week. □ 279 私たちは先週開店したレストランに行った。
□ 280 This is the ring that my grandmother gave me.□ 280 これが、祖母が私にくれた指輪です。
□ 281 I met a man whose mother is a famous novelist. □ 281 私は、母親が有名な小説家である男性に会った。
□ 282 The song whose melody I like the best is Jupiter . □ 282 私がメロディーを一番気に入っている歌は、「ジュピター」です。
□ 283 We need to protect the society which we belong to. □ 283 私たちは、自らが所属している社会を守る必要がある。
□ 284 The friend who(m) I traveled with sent me some photos. □ 284 私が一緒に旅行した友人が、写真を送ってきた。
2 関係代名詞 what
□ 285 We should focus on what is important. □ 285 私たちは、重要なことに焦点を合わせるべきだ。
□ 286 What you need now is plenty of rest. □ 286 今あなたに必要なのは、十分な休息だ。
□ 287 She is different from what she was. □ 287 彼女は昔の彼女とは違う。
□ 288 He is what is called a go-getter. □ 288 彼はいわゆる、やり手だ。
□ 289 She is very smart, and what is more, she studies hard. □ 289 彼女はとても頭がよく、その上、一生懸命勉強する。
3 関係副詞の限定用法
□ 290 The city where my parents first met was Kanazawa. □ 290 私の両親が初めて出会った街は金沢だった。
□ 291 The spring when we entered this school was very cold. □ 291 私たちがこの学校に入学した春は、とても寒かった。
□ 292 Nobody knows the reason why she is absent today. □ 292 彼女が今日欠席している理由を誰も知らない。
□ 293 I have hay fever. That’s why I can’t stop sneezing. □ 293 私は花粉症です。そういうわけで、くしゃみが止まらないんです。
□ 294 He says English words aloud many times. That’s how he remembers them. □ 294 彼は英単語を何度も声に出して言う。そのようにして単語を覚えるのだ。
4 関係詞の非限定用法
□ 295 I’m planning to visit my sister, who is working in Beijing. □ 295 私は姉を訪ねる予定なのですが、彼女は北京で働いています。
□ 296 This article, which I find very interesting, is about music. □ 296 この記事は、私はとても面白く感じるのですが、音楽に関するものです。
□ 297 He kept silent, which made her angry. □ 297 彼は黙り続けたが、そのことが彼女を怒らせた。
□ 298 She asked me to write a song, which was very difficult. □ 298 彼女は私に作曲してほしいと頼んだが、それはとても難しかった。

□ 299 I have never visited Sapporo, where my grandfather was born. □ 299 私は札幌を訪れたことはないのだが、そこで祖父は生まれた。
□ 300 In 1995, when she was born, a bigearthquake hit Kobe. □ 300 1995 年に、それは彼女が生まれた年なのだが、大地震が神戸を襲った。
Step 2 1 複合関係詞
□ 301 I will invite whoever wants to come. □ 301 私は、来たい人は誰でも招待しますよ。
□ 302 We have three history courses. You can take whichever you need. □ 302 歴史のコースは 3 つある。あなたはどれでも必要なものを取ることができる。
□ 303 Whatever he cooks is tasty. □ 303 彼が料理するものは何でもおいしい。
□ 304 He uses a red pen to correct it whenever he makes a mistake. □ 304 彼は間違えた時にはいつも、訂正するために赤ペンを使う。
□ 305 My dog follows me wherever I go. □ 305 私の犬は、私が行く所はどこにでも後をついてくる。
□ 306 Whoever tries, the door won’t open. □ 306 誰が試みても、そのドアはどうしても開かない。
□ 307 Whichever you choose, there is no difference. □ 307 どちらを選んでも、違いはない。
□ 308 Whatever happens, do not give up hope. □ 308 何が起きても、希望を捨てるな。
□ 309 Whenever I call the support center, the line is busy. □ 309 いつサポートセンターに電話しても、話し中だ。
□ 310 Wherever you go, we will still be friends. 310 あなたがどこへ行くにしても、私たちは友達のままだよ。
□ 311 However tired my father is, he always smiles at me.□ 311 父はどんなに疲れていても、いつも私に笑顔を向けてくれる。
2 関係代名詞を用いたさまざまな表現
□ 312 Charlie is the person who I think can help you.□ 312 チャーリーが、あなたを助けられると私が思っている人物だ。
□ 313 There were 30 children, some of whom started crying. □ 313 30 人の子どもたちがいたが、そのうちの一部は泣き出した。
□ 314 He lent me two books, neither of which I have read yet. □ 314 彼は本を 2 冊貸してくれたが、私はそのどちらもまだ読んでいない。
3 関係代名詞のように用いられる語
□ 315 I will buy the same notebook as you have. □ 315 あなたが持っているのと同じノートを買おう。
□ 316 We met more people than we had expected. □ 316 私たちは予想していたよりも多くの人に会った。
11 章 比較 Step 1 1 原級、比較級、最上級の基本
□ 317 Los Angeles is a large city. □ 317 ロサンゼルスは大きな都市だ。
□ 318 Los Angeles is larger than San Francisco. □ 318 ロサンゼルスはサンフランシスコよりも大きい。
□ 319 Los Angeles is the largest city in California. □ 319 ロサンゼルスはカリフォルニアで一番大きな都市だ。
□ 320 Monaco is a crowded country. □ 320 モナコは人口密度の高い国だ。
□ 321 Monaco is more crowded than Singapore. □ 321 モナコはシンガポールよりも人口密度が高い。
□ 322 Monaco is the most crowded country in the world. □ 322 モナコは世界で一番人口密度の高い国だ。
□ 323 This movie is good. □ 323 この映画はよい。
□ 324 This movie is better than the one I saw last month. □ 324 この映画は私が先月見たものよりもよい。
□ 325 This movie is the best of all. □ 325 この映画はすべての映画の中で一番よい。
2 原級を用いた比較
□ 326 Children are as creative as adults (are). □ 326 子どもは大人と同じくらい創造的だ。
□ 327 She plays the guitar as well as her father (does). □ 327 彼女は、父親と同じくらい上手にギターを弾く。
□ 328 Copper isn’t as strong as steel. □ 328 銅は鋼鉄ほど強くない。
□ 329 I can’t speak French as fluently as you. □ 329 私はあなたほど流ちょうにフランス語を話せない。
□ 330 I have as much money as you. □ 330 私はあなたと同じくらいのお金を持っている。
□ 331 Too much rain can be as big a problem as too little rain. □ 331 雨が多すぎることは、雨が少なすぎるのと同じくらい大きな問題になり得る。
□ 332 Turkey is about twice as large as Japan. □ 332 トルコは、日本の約 2 倍の大きさだ。
□ 333 Japan is about half as large as Turkey. □ 333 日本は、トルコの約半分の大きさだ。
□ 334 The new wind turbine produces three times as much energy as the old one. 334 新しい風力タービンは、古いものの 3 倍のエネルギーを作り出す。
3 比較級を用いた比較
□ 335 Tokyo Skytree is taller than Tokyo Tower. □ 335 東京スカイツリーは東京タワーよりも高い。
□ 336 The math test was less difficult than the history test. 336 数学のテストは歴史のテストよりも難しくなかった。
□ 337 Last night I went to bed earlier than my little sister. □ 337 昨夜私は妹よりも早く寝た。
□ 338 Bob has more comic books than me. □ 338 ボブは私よりもたくさん漫画の本を持っている。
□ 339 Electronic books are much cheaper thanpaper books. □ 339 電子書籍は紙の書籍よりずっと安い。
□ 340 The new plan is far better than the old one. □ 340 新案のほうが旧案よりもはるかによい。
□ 341 My brother is two years older than me. □ 341 私の兄は私よりも 2 歳年上だ。
□ 342 The population of China is much largerthan that of Japan. 342 中国の人口は日本の人口よりもはるかに多い。
□ 343 Living costs are more expensive in Tokyothan in Bangkok. 343 生活費は、バンコクより東京のほうが高い。
□ 344 The actor looks taller than he really is. □ 344 その俳優は実際よりも背が高く見える。

□ 345 The meeting took longer than I thought (itwould). □ 345 その会議は、思っていたよりも長くかかった。
4 最上級を用いた比較
□ 346 The Nile is the longest river in the world. □ 346 ナイル川は世界で最も長い川だ。
□ 347 I like sushi (the) best of all Japanese dishes. □ 347 私は日本食の中で、すしが一番好きだ。
□ 348 Our team was the least successful in the competition. □ 348 私たちのチームは、その競技会で最も成績が悪かった。
□ 349 This is the most interesting anime that I’ve ever seen. □ 349 これは私が今までに見た中で最も面白いアニメだ。
□ 350 The company introduced the very latest technology. □ 350 その会社は、まさに最新のテクノロジーを導入した。
□ 351 He is by far the best pitcher on our team. □ 351 彼は私たちのチームでずば抜けて優れた投手だ。
□ 352 She is much the most famous actress in Europe.□ 352 彼女はヨーロッパで飛び抜けて有名な女優だ。
□ 353 He is one of the best tennis players in the world. □ 353 彼は世界で最も優れたテニスプレーヤーの 1 人だ。
□ 354 Los Angeles is the second largest city in the United States. □ 354 ロサンゼルスはアメリカで 2 番目に大きな都市だ。
5 原級や比較級で最上級の意味を表す
□ 355 No other flower is as big as the rafflesia. □ 355 ほかのどの花も、ラフレシアほどの大きさではない。
□ 356 No other flower is bigger than the rafflesia. □ 356 ほかのどの花も、ラフレシアより大きくない。
□ 357 The rafflesia is bigger than any other flower. □ 357 ラフレシアはほかのどの花よりも大きい。
Step 2 1 原級を用いたさまざまな表現
□ 358 Will you send me the information as soon as possible? 358 その情報をできるだけ早く私に送ってくれますか。
□ 359 She is as friendly as any of you. □ 359 彼女はあなた方の誰にも劣らず優しい。
□ 360 He was not so much a genius as a hard worker. □ 360 彼は天才というよりはむしろ努力家だった。
□ 361 There were as many as 50,000 people in the stadium. □ 361 競技場には、5 万人もの人がいた。
2 比較級を用いたさまざまな表現
□ 362 Your English is getting better and better. □ 362 あなたの英語はますますよくなってきている。
□ 363 More and more people gathered around the outdoor stage. 363 野外ステージの周りに、人がどんどん集まった。
□ 364 The younger you are, the easier it is to learn foreign languages. □ 364 若ければ若いほど、外国語を学ぶのは容易である。
□ 365 The sooner, the better. □ 365 早ければ早いほどよい。
□ 366 I like Dan all the better because he is honest. □ 366 ダンが誠実だからこそ、私はいっそう彼が好きだ。
□ 367 He is more lazy than foolish. □ 367 彼は愚か者というよりもむしろ怠け者なのだ。
□ 368 I’m not good at speaking English, much less German. □ 368 私は英語を話すことが得意ではない。ましてやドイツ語など（話せやしない）。
□ 369 Your computer is superior to mine. □ 369 あなたのコンピューターは私のよりも性能がいい。
□ 370 I prefer grilled fish to raw fish. □ 370 私は生の魚よりも焼き魚のほうが好きだ。
□ 371 The trip cost more or less $2,000. □ 371 その旅行はおよそ 2000 ドルかかった。
□ 372 Sooner or later, you will have to tell her the truth. 372 遅かれ早かれ、君は彼女に真実を話さなければならないだろう。
3 no や not を用いた表現
□ 373 The world’s smallest frog is no bigger than your nail. □ 373 世界最小のカエルは、爪と同じくらいの大きさしかない。
□ 374 My mother gave me no more than 500 yen for lunch. □ 374 母は昼食代に 500 円しかくれなかった。
□ 375 The repair cost us no less than 80,000 yen. □ 375 その修理には 8 万円もかかった。
□ 376 They will pay me not more than 4,000 yen for the work. □ 376 彼らはその仕事に、せいぜい 4000 円しか払ってくれないだろう。
□ 377 This diamond ring is worth not less than one million yen. □ 377 このダイヤの指輪は少なくとも 100 万円の価値がある。
□ 378 He is no more a hero than I am. □ 378 私がヒーローでないのと同じように、彼はヒーローではない。
□ 379 Water is no less important than air. □ 379 空気が大切であるのと同じように、水は大切である。
4 最上級を用いたさまざまな表現
□ 380 She looks happiest when she is with her children. □ 380 彼女は、自分の子どもたちといる時が一番幸せそうだ。
□ 381 This job will take me at (the) most three hours. 381 この仕事には、せいぜい 3 時間しかかからないだろう。
□ 382 They will advance to the semifinals at (the) best. □ 382 彼らは最高でも準決勝に進むくらいだろう。
12 章 仮定法 Step 1 1 if を用いた仮定法
□ 383 If it is fine tomorrow, we will go swimming in the sea. 383 もし明日天気がよければ、海水浴に行くだろう。
□ 384 If we had a swimming pool, we would swim every day. □ 384 もしプールがあったら、毎日泳ぐだろうに。
□ 385 If I were you, I would carry out the plan. □ 385 もし私があなただったら、その計画を実行するだろう。
□ 386 What would you do if you got 100 million yen? □ 386 もしも 1 億円を手にしたら、何をしますか。
□ 387 If animals could talk with us, they might give us good advice. □ 387 もし動物が私たちと話せたら、私たちによい助言をくれるかもしれない。
□ 388 If she had gotten up earlier this morning, she could have caught the 6 o’clock train.
□ 388 もし今朝もっと早く起きていれば、彼女は 6 時の電車に間に合っただろう。

□ 389 If he had been a little more patient then, he would have succeeded.
□ 389 もし彼が当時もう少し我慢強かったら、成功を収めていただろうに。
□ 390 If she had studied abroad, her life would be quite different now. □ 390 もし留学していたなら、今の彼女の人生はまったく違っているだろう。
2 wish を用いた仮定法
□ 391 I wish my house were as big as a castle. □ 391 私の家がお城ぐらい大きければいいのになあ。
□ 392 She wishes she had not refused his proposal yesterday. □ 392 彼女は、昨日彼のプロポーズを断らなければよかったと思っている。
3 as if、as though を用いた仮定法
□ 393 She looks as if[as though] she were a college student. □ 393 彼女はまるで大学生のように見える。
□ 394 He talks about Shanghai as though[as if] he had lived there. □ 394 彼は上海について、まるで住んでいたかのように話をする。
Step 2 1 仮定法を用いたその他の表現
□ 395 If it were not for our club activities today, we could go to the movie. □ 395 部活動が今日なければ、その映画に行くことができるのに。
□ 396 If it had not been for her help, my presentation would have been a failure. □ 396 彼女の助けがなかったら、私の発表は失敗していただろう。
□ 397 It’s time you started studying for the next exam.□ 397 君は次の試験の勉強を始めてよいころだ。
□ 398 If you were to see the earth from the moon,you would have no words for its beauty.
□ 398 もし月から地球を見たとしたら、その美しさは言葉で表せないだろう。
□ 399 If you should get a perfect score on the next English exam, I would buy you a new camera.
□ 399 次の英語の試験で満点を取るようなことがあったら、新しいカメラを買ってあげよう。
2 if の代わりをするさまざまな表現
□ 400 But for school, could you keep studying? □ 400 もし学校がなかったら、あなたは勉強を続けることができますか。
□ 401 We might have lost the game without you. 401 君がいなかったら、その試合に負けていたかもしれない。
□ 402 With water, I could cool myself off. □ 402 水があれば、体を冷やすことができるのに。
□ 403 With more money, we would have bought the newest printer.
□ 403 もっとお金があったら、私たちは最新式のプリンターを買っていただろう。
□ 404 My foot is injured; otherwise I would run with you. □ 404 私は足にけがをしている。もしそうでなければ、君と一緒に走るだろう。
□ 405 I was busy that night; otherwise I could have gone to the party. □ 405 あの夜は忙しかった。もしそうでなかったら、パーティーに行けたのに。
□ 406 To hear her talk, you would think she is our boss. □ 406 彼女が話すのを聞いたら、彼女を私たちの上司だと思うだろう。
□ 407 Seeing him perform, you would become a fan. □ 407 彼が演技するのを見たら、ファンになるだろう。
□ 408 Our group could carry out such a big project. □ 408 私たちのグループであれば、そのような大きな事業を実行できるだろう。
□ 409 Three hundred years ago, we might have had strange hairstyles. □ 409 300 年前だったら、奇妙な髪形をしていたかもしれない。
3 if の省略
□ 410Were she on our team, we would win the championship. □ 410 もし彼女が私たちのチ－ムにいたら、私たちは優勝するだろう。
□ 411Had I taken my dictionary with me, I could have looked up the word. □ 411 辞書を持っていっていたら、その単語を調べられたのに。
□ 412 Should Paul lose his job, he would be in trouble. □ 412 ポールは万が一職を失ったら、困ったことになるだろう。
4 動詞の原形を用いる表現（仮定法現在）
□ 413 I proposed that we build a new library. □ 413 私は、新しい図書館を建てることを提案した。
□ 414 I advised that he be more careful next time. □ 414 彼には、次回はもっと気をつけるよう忠告した。
□ 415It is necessary that she tell everything she knows. □ 415 彼女は知っていることを全部話す必要がある。
13 章 疑問文
Step 1 1 疑問詞を使う疑問文
□ 416 “Who wrote this note?”“Erika did.” □ 416 「誰がこのメモを書いたのですか」「エリカです」
□ 417 “What can you see?”“I can see a tall tower.” □ 417 「何が見えますか」「高い塔が見えます」
□ 418 “Which do you want, the red pen or the yellow pen?”
“I want the red one.”8 「赤のペンと黄色のペン、どちらが欲しい？」「赤が欲しいな」
□ 419 “Whose are these shoes?” “They are Naoki’s.” □ 419 「これらの靴は誰の？」「ナオキのだよ」
□ 420 “With whom did you fight?”“With Laura.” □ 420 「誰とけんかしたの？」「ローラとよ」
□ 421 “Who did you fight with?”“With Laura.” □ 421 「誰とけんかしたの？」「ローラとよ」
□ 422 “When does the class begin?”“In five minutes.” □ 422 「授業はいつ始まるの？」「5 分後だよ」
□ 423 “Where can I get my baggage?”“On the second floor.” 423 「荷物はどこで受け取れますか」「2 階です」
□ 424 “Why were you late?”“I overslept.” □ 424 「どうして遅刻したの？」「寝坊したんです」
□ 425 “How did you contact Mr. Smith?”“By e-mail.” □ 425 「どうやってスミス先生に連絡したの？」「E メールで」
□ 426 “What color is your coat?”“It’s brown.” □ 426 「あなたのコートは何色？」「茶色よ」
□ 427 “Which racket is yours?”“The blue one is.” □ 427 「どのラケットが君の？」「青いのだよ」
□ 428 “Whose notebook did you borrow?”“Keita’s.” □ 428 「誰のノートを借りたの？」「ケイタのよ」

□ 429 “How was your weekend?”“It was a lot of fun.” □ 429 「週末はどうだった？」「すごく楽しかった」
□ 430 “How soon can he return?”“About noon at the earliest.” □ 430 「彼はどれくらいで戻ってこられるの？」「早くても正午ごろです」
□ 431 “How much is this cup?”“It’s 700 yen.” □ 431 「このカップはいくらですか」「700 円です」
2 文に疑問文を組み込む
□ 432 I want to know who that man is. □ 432 あの男性が誰かを知りたい。
□ 433 Do you remember when we first met? □ 433 私たちがいつ最初に会ったか覚えていますか。
□ 434 I don’t know if[whether] there is a testtoday. □ 434 今日、テストがあるかどうか分からない。
□ 435 Can you tell me whether[if] the library is open now? □ 435 今、図書館が開いているか教えてくれますか？
Step 2 1 否定疑問文
□ 436 “Didn’t you talk with him?”“No I didn’t.” □ 436 「彼と話さなかったの？」「うん、話さなかった」
□ 437 “Isn’t your brother in Paris?”
“Yes he is.” □ 437 「君の弟はパリにいるんじゃない？」
「うん、いるよ」
2 付加疑問
□ 438 “English is fun, isn’t it?”“Yeah, it really is.” □ 438 「英語は楽しいよね」「うん、本当に」
□ 439 “You haven’t finished your homework, have you?”
“Actually, I have.” □ 439 「まだ宿題を終わらせていないよね」「実は、終わらせたんだ」
3 修辞疑問文
□ 440 Who knows what will happen next? □ 440 次に何が起こるか誰に分かるというのか（誰にも分からない）。
□ 441How can I finish this long report by tomorrow? □ 441 どうやったら明日までにこの長い報告書を仕上げられるというのか（そんなことは無理だ）。
4 疑問文の慣用表現
□ 442 “Do you mind my taking this chair?”“Not at all.” □ 442 「このいすに座っても構いませんか」「いいですよ」
□ 443 “Is it all right if I use your phone?”“Sure. Go ahead.” □ 443 「電話をお借りしてもいいですか」「もちろん。どうぞ」
□ 444 What did you call me for? □ 444 どうして電話してきたの？
□ 445 What is the weather in Vancouver like? □ 445 バンクーバーの天気ってどんな感じですか。
□ 446 How come you didn’t return my call? □ 446 どうして私の電話に折り返しかけてこなかったの？
□ 447 How about studying for the exam together? □ 447 試験に向けて一緒に勉強するのはどう？
14 章 否定文
Step 1 1 否定の基本表現
□ 448 I’m not a good photographer. □ 448 私は写真を撮るのがうまくない。
□ 449 You don’t have to worry. □ 449 心配することはないよ。
□ 450 Mr. Sato told the students not to worry
about making mistakes. □ 450 佐藤先生は生徒たちに、失敗を恐れないようにと言った。
□ 451 I have never been to Europe. □ 451 ヨーロッパには一度も行ったことがない。
□ 452 I will never be late again. □ 452 もう絶対に遅刻はしない。
□ 453 I have no time. □ 453 私には時間がない。
□ 454No student in his class can run faster thanhim. □ 454 彼のクラスで彼より速く走れる生徒はいない。
2 否定的な意味を持つ語
□ 455 I could hardly hear what Jeff said. □ 455 私には、ジェフの言ったことがほとんど聞こえなかった。
□ 456 Amy rarely shows up for tennis practice. □ 456 エイミーはめったにテニスの練習に顔を出さない。
□ 457Few students passed the speech test ontheir first try. □ 457 1 回目の挑戦でスピーチテストに合格した生徒はほとんどいなかった。
□ 458I have little experience in computer programming. □ 458 私にはコンピューターのプログラミングの経験がほとんどない。
Step 2 1 部分否定
□ 459 Not every member is interested in the plan. 459 すべてのメンバーが、その計画に興味があるわけではない。
□ 460 We don’t always play soccer during lunch breaks. □ 460 私たちは昼休みにいつもサッカーをするわけではない。
□ 461 I don’t like dogs very much. □ 461 私は犬があまり好きではない。
□ 462 My aunt doesn’t play golf so well. □ 462 叔母はゴルフがそれほど上手ではない。
□ 463 There aren’t many countries where only one language is used. □ 463 1 つの言語しか使用されない国はあまり多くない。
2 二重否定
□ 464 Koji never finishes his meal without saying gochiso-sama. □ 464 コウジは「ごちそうさま」を言わずに食事を終えることがない。
□ 465 Nowadays, it’s not uncommon among the
Japanese to prefer bread to rice. □ 465 今日では、日本人の間で米飯よりパンが好まれることが珍しくない。
□ 466 There was nothing improper in his speech. □ 466 彼のスピーチの中には何も不適切な点はなかった。
3 否定の慣用表現
□ 467 What Jody said was nothing but a joke. □ 467 ジョディが言ったことは、ただの冗談だった。

□ 468 The English exam was anything but a piece of cake. □ 468 その英語の試験はまったく簡単ではなかった。
□ 469 With the exam coming, the students do nothing but study. 469 試験が近づき、生徒たちは勉強ばかりしている。
□ 470 You cannot be too careful when you are working on math problems. 470 数学の問題に取り組んでいるときは、いくら注意してもしすぎることはない。
□ 471 We couldn’t help crying when we listened to the war survivor’s story. 私たちは、戦争を生き抜いた人の話を聞いて泣かずにはいられなかった。
□ 472 I was too embarrassed to say a single word. □ 472 私は恥ずかしすぎて一言も発することができなかった。
□ 473 Yuki is the last person to forget to do her homework. □ 473 ユキは決して宿題をするのを忘れない人だ。
□ 474 Ms. Kondo never fails to check attendance at the beginning of her lessons. □ 474 近藤先生は授業の開始時に必ず出席を取る。
□ 475I have yet to meet the new exchange student. □ 475 新しい交換留学生にまだ会っていない。
□ 476 It will not be long before robots do most of the housework. □ 476 ロボットが家事のほとんどをする日も近いだろう。
□ 477I wasn’t informed of the accident until thismorning. □ 477 私はその事故のことを今朝になって初めて知らされた。
□ 478No sooner had I left the shop than it started to rain. □ 478 店を出たとたんに雨が降り始めた。
□ 479 Hardly had Kevin sat down when he started feeling ill. 479 ケビンは座ったとたん、具合が悪くなり始めた。
□ 480 I am no longer a little boy who sucks his thumb. □ 480 私はもはや、親指しゃぶりの小さな男の子ではない。
□ 481 My recent test scores were far from satisfactory. □ 481 私の最近の試験の点数は、満足からほど遠かった。
□ 482 I want to live in a town that is free from air pollution. □ 482 私は大気汚染のない町に住みたい。
□ 483 The beauty of the scenery was beyond description. □ 483 その景色の美しさは描写不可能だった。
15 章 話法
Step 1 1 直接話法と間接話法
□ 484 Mary said, “I am busy with my homework.” □ 484 メアリーは「私は宿題で忙しい」と言った。
□ 485 Mary said (that) she was busy with her homework. □ 485 メアリーは、自分は宿題で忙しいと言った。
2 間接話法にする際の注意点
□ 486 Roy said, “The bus left here 10 minutes ago.” 486 ロイは「バスは 10 分前にここを出発した」と言った。
□ 487 Roy said (that) the bus had left there 10 minutes before. □ 487 ロイは、バスは 10 分前にそこを出発したと言った。
□ 488 Karen said, “We will need a large desk for this room.” □ 488 カレンは「私たちはこの部屋に大きな机が必要になる」と言った。
□ 489 Karen said (that) they would need a large desk for that room.□ 489 カレンは、自分たちはその部屋に大きな机が必要になると言った。
□ 490 The boy said to me, “I saw your father yesterday.” □ 490 少年は私に、「昨日あなたのお父さんを見かけた」と言った。
□ 491 The boy told me (that) he had seen my father the day before. □ 491 少年は私に、前日に私の父を見かけたと言った。
Step 2 1 平叙文以外の間接話法
□ 492 Tom said to me, “Where do you want to go?” □ 492 トムは私に、「どこへ行きたい？」と言った。
□ 493 Tom asked me where I wanted to go. □ 493 トムは私に、どこへ行きたいかを尋ねた。
□ 494 My mother said to us, “Will you eat dinner at home?” □ 494 母は私たちに、「夕飯は家で食べるの？」と言った。
□ 495 My mother asked us if[whether] we would eat dinner at home. □ 495 母は私たちに、夕飯を家で食べるかどうかを尋ねた。
□ 496 The doctor said to her patient, “Stay home for two more days.” □ 496 医師は患者に、「もう 2 日間家にいなさい」と言った。
□ 497 The doctor told her patient to stay home for two more days. □ 497 医師は患者に、もう 2 日間家にいるように言った。
□ 498 He said to me, “Please show me your ticket.” □ 498 彼は私に「チケットを見せてください」と言った。
□ 499 He asked me to show him my ticket. □ 499 彼は私に、チケットを見せてほしいと頼んだ。
□ 500 Ken said, “How expensive it is!” □ 500 ケンは「なんて高いんだ！」と言った。
□ 501 Ken exclaimed how expensive it was. □ 501 ケンは、なんて高いのだろうと驚きの声を上げた。
2 接続詞を使った発言の間接話法
□ 502 My sister said, “I will call you when I finish work.” □ 502 姉は、「仕事が終わったらあなたに電話する」と言った。
□ 503 My sister said (that) she would call me when she finished work. □ 503 姉は、仕事が終わったら私に電話すると言った。
□ 504 Yumi said, “I am busy, but I can see you.” □ 504 ユミは、「忙しいけれどあなたに会える」と言った。
□ 505Yumi said (that) she was busy, but that she could see me. □ 505 ユミは、忙しいけれど私に会えると言った。
16 章 強調・倒置・挿入・省略 Step 1 1 強調
□ 506 I do like your paintings. □ 506 私はあなたの絵が本当に好きです。
□ 507 This dress is really beautiful. □ 507 このドレスは本当にきれいね。
□ 508 This is the very place I have always wanted to visit. 508 ここはまさに私がずっと訪れたいと思っていた場所です。
□ 509 What on earth happened? □ 509 いったい何があったの？
□ 510 How in the world did you do it? □ 510 いったいどうやってやったの？
□ 511 I didn’t enjoy reading this book at all. □ 511 この本を読むのはちっとも楽しくなかった。
□ 512 It was Ted that sang jazz songs at the concert yesterday. □ 512 昨日、コンサートでジャズの歌を歌ったのはテッドだった。

