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復習シート                                                      

 

１．次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい． 

 

（１）私は彼女と海に行くために早く起きました． 

   I got up early（  to   ）（   go   ）to the sea with her. 

（２）彼は彼のお母さんに会うために空港に行きました． 

      He went to the airport（   to   ）（  meet  ）his mother. 

（３）台所には洗わなくてはいけないお皿がたくさんあります． 

   There are a lot of（  dishes  ）（   to   ）（  wash  ）in the kitchen. 

（４）冷蔵庫には食べ物が何もありませんでした． 

   There was（  nothing  ）（   to   ）（   eat   ）in the fridge. 

 

２．次の各文の下線部の不定詞の用法について，名詞用法・形容詞用法・副詞用法のい

ずれかで答えなさい． 

 

（１）I want something to drink.   （ 形容詞 ）用法 

（２）I went to the park to play baseball.  （ 副詞  ）用法 

（３）To play the piano is a lot of fun.   （ 名詞  ）用法 

（４）To see is to believe.    （ 名詞  ）用法 

（５）He has many books to read.   （ 形容詞 ）用法 

（６）Why did you go to the station?  － To meet my grandfather. 

        （ 副詞  ）用法 

（７）He likes to listen to the music.   （ 名詞  ）用法 
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３．次の日本文の意味に合うように，カッコ内の語を並べ換えなさい． 

 

（１）ジョンはお金を貯めるために一生懸命働いていました． 

   ［ to; was; save; working; money; hard; John; . ］ 

      John was working hard to save money.                               

（２）私が読むべき面白いものは何も持っていません． 

   ［ I; read; interesting; have; to; nothing; . ］ 

      I have nothing interesting to read.      

（３）あの店で何かおいしい食べ物を買いましょう． 

   ［ something; let’s; to; shop; at; delicious; that; buy; eat; . ］ 

      Let’s buy something delicious to eat at that shop.    

 

 

４．次の日本文を英語に直しなさい． 

 

（１）彼は外国の人々と意思を通じ合うために一生懸命英語を勉強します． 

      He studies English hard to communicate with foreign people.  

（２）彼女はアメリカに旅行に行くためにお金を貯めました． 

      She saved money to take a trip to America.           

（３）彼は眠るために明かりを消しました． 

      He turned off the light to sleep.      

（４）なぜそこに行くのですか．―英語を勉強するためです． 

        Why do you go there?    To study English.                          

（５）マイクは助けてくれる人が必要です． 

     Mike needs someone to help him.              

（６）台所に何か温かい飲物はありますか． 

      Is there anything hot to drink in the kitchen?                       
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復習シート                                                      

 

１．次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい． 

（１）彼らは学校へ行き，数学を勉強します． 

They go to school（  and  ）study math. 

（２）私は昨晩８時間寝ましたが，まだ眠いです． 

I slept eight hours last night（  but  ）I’m still sleepy. 

（３）あなたは昨日宿題を終えましたか，それとも今日の午後にやるつもりですか． 

Did you finish your homework yesterday（  or  ）are you going to do it this 

afternoon? 

（４）私は昨日とても疲れていました．だから早く寝ました． 

I was very tired yesterday,（  so  ）I went to bed early. 

（５）私は両親を手伝いました．というのは，彼らはとても忙しかったからです． 

I helped my parents,（  for  ）they were very busy. 

 

 

２．次の日本文の意味に合うように，カッコ内の語を適切な形にして空所に入れ，英文

を完成させなさい．形を変えない場合もあります． 

 

（１）彼女が来た時，彼らはテレビゲームをしていました． 

When she   came  , they  were  playing   video games. 

                  (come)               (play) 

（２）彼は次に上野を訪れたら動物園に行くつもりです． 

He   will go   to the zoo when he   visits   Ueno next time. 

             (go)                         (visit) 
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３．次の英文を日本語に直しなさい． 

 

（１）We can’t play baseball outside, for it is raining. 

 私たちは外で野球ができません．というのは，雨が降っているからです． 

（２）Will you drink tea or coffee? 

 お茶にしますか，それともコーヒーを飲みますか．    

（３）My sister was busy, but she helped me with my homework. 

 姉は忙しかったけれども，私の宿題を手伝ってくれました．   

（４）My mother was very tired, so I helped her. 

 母がとても疲れていました．だから私は彼女を手伝いました．          

（５）Take this medicine, and you’ll get well soon. 

 この薬を飲みなさい，そうすればすぐによくなるでしょう．   

（６）Get up early, or you’ll be late for school. 

 早く起きなさい，そうしないと学校に遅刻しますよ．   

  

 

４．次の日本文を英語に直しなさい． 

 

（１）私が帰宅した時，父は新聞を読んでいました． 

 When I got home, my father was reading the newspaper.   

（２）私は夕食を食べたあとにおふろに入りました． 

 After I had dinner, I took a bath.      

（３）彼女は眠る前にいつもお茶を飲みます． 

 Before she goes to bed, she always drinks tea.    
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１．接続詞 because を用いて２つの英文を１つの文にしなさい．またその文を日本語

に直しなさい． 

 

（１）I can’t read the book.  I am very sleepy. 

 I can’t read the book because I am very sleepy.    

 私はとても眠いので，その本を読めません．       

（２）I didn’t eat dinner.  I wasn’t hungry. 

 I didn’t eat dinner because I wasn’t hungry.    

 私はお腹が空いていなかったので，夕食を食べませんでした．   

（３）She went shopping.  She wanted a new camera. 

 She went shopping because she wanted a new camera.   

 彼女は新しいカメラが欲しかったので，買い物に行きました．   

 

 

２．次の日本文の意味に合うように，カッコ内の語を適切な形にして空所に入れ，英文

を完成させなさい．形を変えない場合もあります． 

 

（１）明日天気がよければ，私たちは野球をするつもりです． 

If the weather     is     fine tomorrow, we   will play   baseball.  

(be)                         (play) 

（２）明日雨が降れば，彼らは釣りに行きません． 

They   won’t go  fishing if it    rains     tomorrow. 

              (not，go)                (rain) 
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３．次の英文を日本語に直しなさい． 

（１）If you are free tomorrow, let’s play tennis together. 

 もし明日ひまならば，一緒にテニスをしましょう．    

（２）Because she studied hard, she passed the exam. 

彼女は一生懸命勉強したので，試験に合格しました．                       

（３）Why is the baby crying? 

－ Because she is hungry. 

 なぜその赤ちゃんは泣いているのですか．     

 － お腹が空いているからです．       

（４）He practiced the violin although he was very tired. 

 彼はとても疲れていましたが，バイオリンの練習をしました．   

 

 

 

４．次の日本文を英語に直しなさい．ただし，（１）（２）（４）については従位接続詞

を前に置くこと． 

（１）走ればその電車に間に合いますよ． 

 If you run, you can catch the train.      

（２）私は彼女に会いたかったので，彼女の家に行きました． 

 Because I wanted to see her, I went to her house.           

（３）なぜあなたはロンドンに行くのですか． 

－そこにおばが住んでいるからです． 

 Why do you go to London?          

 － Because my aunt lives there.      

（４）大雨が降っていましたが，彼らは渋谷に買い物に行きました． 

 Though [Although] it was raining a lot, they went shopping in 

Shibuya.  

 

 

 


