基礎英語 B

【第１０章 不定詞(1) 】

問題 1
(1) 私はその雑誌を読みたい。
I want

the magazine.

(2) 私はそのアイスクリームを食べたい
I want

the ice cream.

(3) 彼女の夢はその大会で優勝することだ。
Her dream is

the championship.

(4) コンピュータを使うのはとてもおもしろい。
is a lot of fun

a computer.

(5) 彼は料理をするのはおもしろいとわかった。
He found

interesting

.

(6) 私は何か飲むものがほしい。
I want

.

(7) 私は終えなければならない仕事がたくさんある。
I have

.

(8) 彼はその山に登るのは難しいとわかった。(difficult, climb the mountain)
He

.

(9) その川を泳いで渡るのは危険だ。(dangerous)
across the river.

(10)そのポップアイドルには支えてくれるたくさんのファンがいる。(fans, support him)
The pop idol

.

基礎英語 B
問題 1

【第１1 章 不定詞(2) 】

ほぼ同じ内容になるように適当な語を入れなさい。

彼女は始発電車にのるために家を早くでた。
She left home early to catch the first train.
She left home early

catch the first train.

She left home early

catch the first train.

問題２

家に定期券をおいてくるとは、わたしは不注意だった。
I was careless

my pass at home.

私はあなたの手紙を受け取って嬉しい。
I’m glad

your letter.

私はニューヨークへいくためにお金をためている。
I’m saving my money

to New York.

彼の家に行って見ると、外出中だとわかった。
I went to his house

he was out.

貧しい子ども達の世話をするとは、彼女は親切だ。
She is kind

poor children.

彼女は成長して有名な画家になった。
She grew up

a famous painter.

私の誕生日を覚えているなんて、君は親切だ。
is nice
問題３

SVO＋to 不定詞

you
例文：

remember my birthday.
I want you to be more careful.

彼女はジムにドアを閉めるように行った。(Jim, told, close the door)
私はあなたに私のいうことを注意深く聞いてほしい。(listen to me)
私は彼から電話があると思っていた。(expected, call me)

基礎英語 B

【第１3 章 動名詞】

問題 1

ロイの趣味はヴァイオリンを弾くことです。(the violin)
Roy’s hobby is

.

彼の仕事は車を売ることだ。
His job is

cars.

彼はコンサートに遅れるのではないかと心配している。
He is worried about

late for the concert.

本当のことを言わないのは間違っている。
the truth is wrong.
私は総理大臣の名前を知らないことを恥ずかしく思った。
I was ashamed of

the prime minister’s name.

コンピュータを使うことは難しくない。
a computer is not difficult.
あなたと一緒に映画に行かなくてごめんなさい。(go to the movie, with you)
I’m sorry for

問題２

.

動名詞の意味上の主語に注意して適当な語を入れなさい。
例文：I don’t like Tom riding my bicycle.

私は兄が早起きしたことに驚いた。(get up, early)
I was surprised at

.

私は彼らが試合に勝つことを確信している。(win the game)
I am sure of

.

彼女は彼女の父がタバコを吸い過ぎるのを心配している。(smoke too much)
She is worrying about

.

基礎英語 B

【第１4 章 分詞(1) 】

問題 1

(1) あの飛んでいる鳥はタカだ。(fly)
That

bird is a hawk.

(2) この割れたカップは彼のものだ。(break)
This

cup is his.

(3) 「クイーンメリー号」と呼ばれる船はとても大きい。(call)
The ship

“the Queen Mary” is very big.

(4) あれは 1980 年に立てられた有名なタワーだ。(build)
That is a famous tower

in 1980.

(5) 港のそばに経っている男性はギルバートだ。(stand)
The man
問題２

by the harbor is Gilbert.

感情を表す表現に注意しながら英文を完成させましょう。

(6) ホールにはたくさんの興奮したファンがいた。(excite)
There were many

fans in the hall.

(7) これは退屈な本だ。(bore)
This is a

book.

(8) 私たちはがっかりする結果を得た。(disappoint)
We got
問題 3

results.

SV＋分詞

(9) その財宝は地中に隠されたままである。(hide)
The treasure lies

in the ground.

(10) その赤ちゃんは１時間泣き続けた。(cry)
The baby kept

for an hour.

(11) 彼女は座って本を読んでいた。

She

a book.

(12) ゆうじは立ってその絵を見ていた。
Yuji

at the picture.

基礎英語 B

【第 17 章 比較(1) 】

原級

My brother is as tall as my father.

比較級

The stone is heavier than that one.

問題 1

原級

比較級

最上級

good / well
early
slowly
問題 2

(4) 彼女はお兄さんよりもテニスがうまい。
She plays tennis

her brother.

(5) 彼の辞書は私のものよりはるかに役に立つ。(useful)
His dictionary is

than mine.

問題３

(1) 私は双子の姉と同じ年齢だ。(old)
I am

my twin sister.

(2) 母は父より３歳若い。
My mother is

years

than my father.

(3) 父は姉と私の３倍の年齢だ。
My father is

as old as my sister and me.

問題 4

(4) Her suitcase is lighter than mine. （彼女のスーツケースは私のものよりも軽い）
My suitcase is

hers.

（私のスーツケースは私のものよりも重い）
(10) Jack can speak Japanese better than Bob.
（ジャックはボブよりも上手に日本語を話すことができる）
Bob can’t speak Japanese
（ボブはジャックほど上手に日本語を話すことができない）

Jack.

