
【FdText 英語：中学・塾用教材】     Home [http://www.fdtext.com/txt/] 
【】問題(適語記入) 

 
  1 ～を欠席する Why were you (        )(        ) school yesterday? 

あなたは昨日なぜ学校を欠席したのですか。 
  2 ～を恐れる You must not (        )(        )(        ) making 

mistakes. 
まちがいをおかすことを恐れてはならない。 

  3 ～とはちがってい

る 
My answer is (        )(        ) yours. 
私の答えはあなたのとちがう。 

  4 病気で寝ている Tom has been (        )(        )(        ) since last 
week. 
トムは先週から病気で寝ています。 

  5 ～の出身である He is (        ) America. 
彼はアメリカ出身です。 

  6 ～に親切にする Be (        )(        ) old people. 
お年寄りには親切にしてあげなさい。 

  7 ～に遅れる Don't be (        )(        ) for school. 
学校に遅れてはいけません。 

  8 終わって,終わる Do you know when school is (        ) ? 
いつ学校が終わるか知っていますか｡ 

  9 ～に着く When did you (        )(        ) the station ? 
あなたはいつその駅に着いたのですか。 

 
10 

～のものだ 
～に所属する 

This book (        )(        ) me. 
この本は私のものです。 

 11 家に帰る (        )(        )(        ) before it becomes dark. 
暗くならないうちに家に帰ってきなさい。 

 
12 

～に戻る When will you (        )(        )(        ) school ? 
あなたはいつ学校に戻る予定ですか。 

 
13  

落ちてくる ,おりて

くる 
The ceiling (        )(        ) on your heads. 
天井が君たちの頭の上に落ちてきた。 

 
14 

～の出身である 
～から来る 

He (        )(        ) America. 
彼はアメリカ出身です。 

 
15 

家に帰る As soon as I (        )(        ), it began to rain. 
私が家に帰るとすぐに,雨がふりはじめた。 

 
16 

～に近づいてくる He (        )(        )(        ) the girl, and tried to 
speak to her. 
彼はその少女に近づいて,話しかけようとした。 

 
17 

～の中に入る 
入る 
出てくる,咲く 
～から出てくる 

 
 

 
18 

最善を尽くす Father told me to (        )(        )(        ). 
父は私に最善を尽くすようにと言った。 

 
19  

(人を)訪問する I (        )(        ) Sam. 
私はサムを訪問した。 
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20 

見つける,発見する,
わかる 

I have (        )(        ) how to open the box. 
その箱の開け方がわかった。 

 
21 

～に到着する We will (        )(        ) Kyobashi Station soon. 
私たちはまもなく京橋駅に到着します。 

 
22 

起きる Must I (        )(        ) early ? No, you don't have to. 
私は早く起きなければなりませんか。いいえ,その必要はありま

せん。 
 
23 

怒る Suddenly he (        )(        ). 
とつぜん彼は怒った。 

 
24 

あきらめる Don't (        )(        ). 
あきらめてはいけません。 

 
25 

寝る You had better (        )(        )(        ) now. 
あなたはもう寝たほうがよい。 

 
26 

学校へ行く How do you (        )(        )(        ) ? By bus. 
あなたはどのようにして学校に通っていますか。バスで通って

います。 
 
27 

～しに行く Let's (        )(        ). 
釣りに行きましょう。 

 
28 

～に戻る 
通りすぎる 
降りる 
家に帰る 

 
 

 
29 

～はどうかしたの

か 
(        ) is the (        )(        ) your grandmother ? 
あなたのおばあさんはどうかしたのですか。 

 
30 

～に入る 
続く,進み続ける 
外出する,消える 
～から出ていく 

 
 

 
31 

立ち去る,消える 
のぼる 
～に近づいていく 

 
 

 
32 

成長する He wants to be a tennis player when he 
(        )(        ). 
彼は成長したらテニスの選手になりたいと思っている。 

 
33 

楽しいときをすご

す 
They had a (        )(        ). 
彼らは楽しいときをすごした。 

 
34 

～に向けて出発す

る 
He (        )(        ) America at the end of August. 
彼は８月の終わりにアメリカに向けて出発した。 

 
35 

家を出る It stopped raining before we (        )(        ). 
私たちが家を出る前に雨はやんだ。 

 
36 

～を聴く I didn't (        )(        ) music last night. 
昨夜は音楽を聴きませんでした。 

 
37 

～を常食にする They (        )(        ) the same food. 
彼らは同じ食べ物を常食にしていた。 

 
38 

～のように見える She (        )(        ) a daughter of a good family. 
彼女は良家の子女のように見えた。 
 



 
39 

～を見る (        )(        ) that mountain which is covered with 
snow. 
あの雪でおおわれた山をごらんなさい。 

 
40 

～をさがす I am (        )(        ) my dictionary. 
私は辞書をさがしています。 

 
41 

～の世話をする I will (        )(        ) your dog. 
あなたの犬の世話をしましょう。 

 
42 

あたりを見回す 
～から外を見る 
見上げる,調べる 

 
 

 
43 

～の支払いをする How did you (        )(        ) the car ? 
どのようにしてその車の代金を支払ったのですか。 

 
44 

～を…に入れる 
～を…に入れる 

 
 

 
45 

～を追いかける 
走り去る,逃げる 

 

 
46 

心の中で思う 
独り言を言う 

I (        )(        )(        ), "I will try it again. 
「もう一度やってみよう。」と私は心の中で思った。 

 
47 

座る Will you (        )(        ) ? 
おすわりになりませんか。 

 
48 

～に微笑みかける The girl (        )(        ) me. 
その少女は私にほほえみかけた。 

 
49 

～に話しかける He tried to (        )(        ) the girl. 
彼はその少女に話しかけようとした。 

 
50 

～に向けて出発す

る 
You have to (        )(        ) school at once. 
あなたはすぐに学校に向かって出発しなければならない。 

 
51 

立つ I tried to (        )(        ), but I couldn't. 
私は立とうとしたが,立てなかった。 

 
52 

家にいる You should not stay at home all day. 
あなたは一日中, 家にいるべきではない。 

 
53 

～のところに泊ま

る 
How long will you (        )(        ) your aunt ? 
あなたはどれくらいあなたのおばさんの家に泊まる予定です

か。 
 
54 

写真をとる It is not easy for him to (        )(        )(        ). 
彼にとって写真をとることは容易ではない。 

 
55 

A を～につれていく

(持っていく) 
Will you (        ) me (        ) the place ?  
私をその場所へつれていってくれませんか。 

 
56 

連れ戻す,取り戻す My dog followed me, so I had to take him back. 
私の犬があとをついてきた。それで連れ戻さなければならなか

った。 
 
57 

取り出す,連れ出す Sam (        )(        ) a pencil. 
サムは鉛筆を取り出した。 

 
58 

…から～を取りだ

す 
Sam (        ) a pencil (        )(        ) his pocket. 
サムはポケットから鉛筆を取り出した。 

 
59 

～の世話をする He asked me to (        )(        )(        ) the chickens. 
彼は私に鶏の世話をしてくれるよう頼んだ。 
 



 
60 

～に参加する She (        )(        )(        ) the contest. 
彼女はそのコンサートに参加した。 

 
61 

～に話しかける 
～と話をする 

A man (        )(        ) me in the bookstore. 
ある男が本屋で私に話しかけてきた。 

 
62 

～について話す Shall I (        )(        ) my grandfather ? 
私の祖父について話しましょうか。 

 
63 

～と話す I want to (        )(        ) foreign people. 
私は外国人と話をしたい。 

 
64 

～について考える She (        )(        ) her way of studying English. 
彼女は英語の勉強法について考えた。 

 
65 

～のことを考える ,
～を思いつく 

Who first (        )(        ) the plan ? 
誰がその計画を最初に思いつきましたか。 

 
66 

～を待つ Please (        )(        ) me at the station. 
駅で私を待っていてください。 

 
67 

目をさます (        )(        ), Tom. It's six thirty. 
トム,目をさましなさい。６時半ですよ。 

 
68 

～に手紙を書く You had better (        )(        ) him at once. 
あなたは彼にすぐ手紙を書いたほうがよい。 

 
69 

～に勤めている I hear that his father (        )(        ) a bank. 
彼の父は銀行に勤めているそうです。 

 
70 

一日中 You should not stay at home (        )(        ). 
あなたは一日中, 家にいるべきではない。 

 
71 

ある日 (        )(        ) Taro got a letter. 
ある日太郎は１通の手紙を受け取った。 

 
72 

いつか I want to visit there (        )(        ). 
私はいつかそこを訪れたい。 

 
73 

その次の日 I visited him (        )(        )(        ). 
私はその次の日, 彼を訪問した。 

 
74 

最初は (        )(        ) I didn't know how to drive a car. 
私は最初,車の運転の仕方がわからなかった。 

 
75 

ついに,とうとう (        )(        ) they finished washing the dishes. 
ついに彼らは皿を洗い終えた。 

 
76 

すぐに,ただちに You have to start for school (        )(        ). 
あなたはすぐに学校に向かって出発しなければならない。 

 
77 

そのとき I didn't know what to do (        )(        )(        ). 
そのとき私はどうしたらよいかわからなかった。 

 
78 

～の終わりに I will have to leave for America 
(        )(        )(        )(        ) August. 
私は,8 月の終わりにアメリカに向けて出発しなければならな

いだろう。 
 
79 

夜に (        )(        ) we can see stars in the sky. 
夜には空に星を見ることができる。 

 
80 

放課後に Let's play tennis (        )(        ). 
放課後テニスをしましょう。 

 
81 

しばらくの間 Let's wait for him (        )(        )(        ). 
彼をしばらくの間, 待ちましょう。 

 
82 

長い間 I haven't seen your brother (       )(       )(       )(       ). 
私はあなたのお兄さんに長い間会っていません。 



 
83 

しばらくの間 He thought (        )(        )(        ). 
彼はしばらくの間考えた。 
 

 
84 

はじめて,最初に I went to Tokyo (        )(        )(        )(        ). 
私ははじめて東京に行った。 

 
85 

これからはずっと I want you to study hard (        )(        )(        ). 
これからはずっと一生懸命に勉強してもらいたい。 

 
86 

午後に 
夕方に,晩に 
朝に,午前中に 

 
 

 
87 

ちょうどそのとき (        )(        ) three men came up to me. 
ちょうどそのとき３人の男が私の方へ近づいてきた。 

 
88 

先週 
先月 
去年 

 
 

 
89 

こんどは You didn't make any mistakes (        )(        ), John. 
ジョン,こんどはまったく間違いがなかったよ。 

 
90 

今朝 Who got up earliest (        )(        ) ? Tom did. 
今朝は誰が一番早く起きましたか。トムです。 

 
91 

A と B の間に The train runs (        ) Tokyo (        ) Osaka. 
その列車は東京と大阪の間を走ります。 

 
92 

家に,家で I stayed (        )(        ) in the morning. 
午前中私は家にいた。 

 
93 

学校で We usually call her Mika (        )(        ). 
私たちはふつう学校では彼女をミカとよんでいる。 

 
94 

A から B まで How far is it (        ) here (        ) the station ? 
ここから駅までどれくらいの距離がありますか。 

 
95 

～から遠くに I live (        )(        ) the school. 
私は学校から遠くに住んでいる。 

 
96 

～の前に There is a garden (        )(        )(        ) our house. 
家の前に庭があります。 

 
97 

むこうに We could see a lake (        )(        ). 
むこうに湖が見えた。 

 
98 

～へ行く途中で (        )(        )(        )(        ) school I met him. 
私は学校に行く途中で彼に会った。 

 
99 

帰宅の途中で 
途中で 

 
 

100 ～から外へ My brother ran (        )(        ) the room. 
弟は部屋から走って出ていきました。 

101 何度もくり返して We sang the song (        )(        )(        ). 
私たちはその歌を何度も歌った。 

102 英語で Have you ever written a letter (        )(        )? 
あなたは今までに英語で手紙を書いたことがありますか。 

103 テレビで It is fun to watch a baseball game (        )(        ). 
野球の試合をテレビで見るのは面白い。 
 

104 ほほえみながら His father was listening to him (        )(        )(        ). 
彼の父親はほほえみながら彼の話を聞いていた。 



105 ～のために I could not go out (        )(        ) the rain. 
私は雨のために外出できなかった。 

106 バスで Let's go there (        )(        ). 
バスでそこに行きましょう。 

107 自動車で It takes about an hour (        )(        ). 
自動車で約１時間かかります。 

108 A も B も両方とも (        ) English (        ) French are spoken in Canada. 
カナダでは英語もフランス語も両方とも話されます。 

109 A か B のどちらか You had better learn (        ) English (        ) French. 
君は英語かフランス語のどちらかを習ったほうがよい。 

110 ～はみんな (        )(        ) them will become good teachers. 
彼らはみなよい教師になるだろう。 

111 ～の一つ This is (        )(        ) the oldest cities in Japan. 
これは日本でもっとも古い都市の一つです。 

112 ～のいくつか (        )(        ) them may be sick. 
彼らのうちの数人は病気かもしれない。 

113 2,3 の,少しの I have (        )(        ) books. 
私は少し本を持っている。 

114 ほとんど～ない I have (        ) books. 
私はほとんど本を持っていない。 

115 少しの There is (        )(        ) water in the river. 
川には少しの水がある。 

116 ほとんど～ない There is little (        ) in the river. 
川にはほとんど水がない。 

117 多くの,たくさんの We could see (        )(        )(        ) lakes over 
there. 
むこうにたくさんの湖を見ることができた。 

118 たくさん,とても It rains (        )(        ) in June. 
６月は雨が多い。 

119 たくさんの There are (        )(        ) wonderful gardens in the 
village.その村にはたくさんのすばらしい庭があります。 

120 (茶碗)一杯の Please give me (        )(        )(        ) tea. 
私にお茶を一杯ください。 

121 (コップ)一杯の Please give me (        )(        )(        ) water. 
私に水を一杯ください。 

122 一本の,一枚の She wrote something on (        )(        )(        ) 
paper. 
彼女は一枚の紙に何か書いた。 

123 一組の I bought (        )(        )(        ) socks. 
私は一足の靴下を買った。 

124 誰も～ない (        )(        ) knew where she comes from. 
誰も彼女がどこの出身か知らなかった。 

125 まったく～ない I don't have (        ) books. = I have no books. 
私はまったく本を持っていない。 

126 何も～ない She did not say (        ) to me. 
彼女は私に何も言わなかった。 

127 もう～ない I can't eat (        )(        ). = I can eat no more. 
もうこれ以上食べられない。 



128 まったく～でない He will not be able to answer the question (        )(        ). 
彼はその質問にまったく答えられないでしょう。 

129 一種の I think that gestures are a kind of language. 
ゼスチャーは一種のことばであると思います。 

130 ～のいたるところ

に(で),～じゅう 
English is spoken (        )(        ) the world. 
英語は世界中で話されている。 

131 何か冷たいもの I want (        )(        ). 
私は何か冷たいものがほしい。 

132 お互いに(を) We need to help (        )(        ). 
私たちはお互いに助けあうことが必要だ。 

133 お互いに(３人以上

の場合) 
We should help (        )(        ). 
私たちはお互いに助けあうべきです。 

134 よろしい Will you close the door ? (        )(        ). 
ドアを閉めてくれませんか。いいですよ。 

135 ～など He can speak English, French, Japanese, 
(        )(        )(        ). 
彼は英語,フランス語,日本語などを話すことができる。 

136 ところで (        )(        )(        ), may I go out of the room ? 
ところで,部屋から出てもいいですか。 

137 たとえば (        )(        ), we wear black to show our sad feelings 
for dead people. 
たとえば,私たちは死んだ人への悲しみを表すために黒い服を

着る。 
138 どうぞ May I see your passport ? Sure. (        )(        )(        ). 

パスポートを見てもいいですか。いいですとも,どうぞ。 
139 わかりました Do you see ? Oh, (        )(        ). 

わかりましたか。 ああ,わかりました。 
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