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【FdText英語：中学・塾用教材】
［］一問一答
［名詞・代名詞］

1.(minutes, takes, five, it, to) go to the station.

It takes five minutes to

その駅へ行くのに 5分かかります。
2.It is (half, since, went, a, he, year) to Tokyo.

half a year since he went

彼が東京に行ってから半年になります。

［命令文］
3.(people, to, kind, old, be).

Be kind to old people.

お年寄りには親切にしてあげなさい。
4.(your, me, please, book, lend).

Please lend me your book.

あなたの本を私に貸してください。
5.(of, don't, afraid, be) making mistakes.

Don't be afraid of

誤りをおかすことを恐れてはいけません。
6.(tennis, this, play, let's, afternoon).

Let's play tennis this afternoon.

今日の午後テニスをしましょう。
7."(a, drink, have, let's), shall we ?"

"Yes, let's."

Let's have a drink

「一杯飲もうよ, ね。」「うん, そうしよう。」
8.Start at once, (be, in, you, will, and) time.

and you will be in

すぐに出発しなさい。そうすれば間に合うでしょう｡
9.Go at once, (you, be, or, late, will) for school.

or you will be late

すぐ出発しなさい。さもないと学校に遅れるでしょう。

［疑問詞］
10.(you, go, how, did, to) the park ?

By bus.

How did you go to

どのようにしてその公園に行きましたか。バスで行きました。
11.(about, something, how, cold) to drink ?
何か冷たい飲みものでもどうですか。
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How about something cold

12.(do, London, how, like, you)?

How do you like London?

ロンドンはいかがですか。
13.(many, there, boys, how, are) in your class ?

How many boys are there

あなたのクラスに男の子は何人いますか。
14.(it, how, is, much)?

How much is it ?

それの値段はいくらですか。
15.(your, how, is, uncle, old)?

How old is your uncle ?

あなたのおじさんは何歳ですか。
16.(are, tall, you, how)?

How tall are you ?

あなたの身長はどのくらいありますか。
17.(that, high, how, is, mountain)?

How high is that mountain?

あの山はどれくらいの高さがありますか。
18.(study, you, long, do, how) English every day ?

How long do you study

あなたは毎日どのくらい英語を勉強しますか。
19.(from, far, how, it, is) here to the station ?

How far is it from

ここからその駅までどれくらいの距離がありますか。
20.(to, you, want, do, what) do ?

What do you want to

あなたは何をしたいですか。
21.What (do, up, you, time, get) every day ?

time do you get up

あなたは毎日何時に起きますか。
22.(of, the, what, day, week) is it today ?

What day of the week

今日は, 何曜日ですか。
23.(you, teaches, English, who)?

Miss Yamada does.

Who teaches you English?

だれがあなたがたに英語を教えていますか。山田先生です｡
24.(book, whose, is) this ?

Whose book is

これはだれの本ですか。
25.(the dictionary, whose, on, is) the table ?

Whose is the dictionary on

テーブルの上の辞書はだれのものですか。
26.(you, go, where, yesterday, did)?

Where did you go yesterday?

あなたは昨日どこへ行きましたか。
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27.(will, come, you, back, when) to school ?

When will you come back

あなたはいつ学校に戻ってきますか。
28.(you, why, go, did, to) Tokyo ?

Why did you go to

なぜあなたは東京に行ったのですか。

［進行形・未来形］
29.(running, a, lot, boys, are, of) in the park.

A lot of boys are running

たくさんの少年が公園を走っています。
30.My father and mother (a, under, sitting, tree, were).

were sitting under a tree

父と母は木の下に座っていました。
31.What time (you, to, leave, are, going) for London ?

are you going to leave

あなたは何時にロンドンへ向けて出発する予定ですか。
32.Tom (a, become, good, player, soccer, will) some day.

will become a good soccer player

トムはいつかよいサッカー選手になるでしょう。
33.There (be, concert, next, a, will) Sunday.

will be a concert next

次の日曜日にコンサートがあります。

［助動詞］
34.(you, me, tell, the way, will) to his house ?

Will you tell me the way

彼の家へ行く道を教えてくれませんか。
35.(cup, another, will, have, you) of coffee? No, thank you. Will you have another cup
もう一杯コーヒーを飲みませんか。いいえけっこうです。
36.(like, apple, would, another, you)?

Would you like another apple?

リンゴをもう一ついかがですか。
37.(window, I, the, open, shall)?

Yes, please.

Shall I open the window?

窓を開けましょうか。
38.(we, the park, shall, in, play )?"

"Yes, let's."

Shall we play in the park?

「公園で遊びましょうか。」「はい, そうしましょう。」
39.We (catching, able, start, to, were) fish soon.
私たちはすぐに魚をとりはじめることができました。
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were able to start catching

40.She (able, play, be, to, will) the piano well.

will be able to play

彼女はピアノを上手にひけるようになるでしょう。
41.(true, can, it, not, be).

It can not be true.

それは本当であるはずはない。
42.(I, help, can, you)?

Can I help you ?

いらっしゃいませ。
43.(the, you, play, can, piano)?

Can you play the piano ?

ピアノをひいてくれませんか。
44.We (keep, in, nature, must) good condition.

We must keep nature in

私たちは自然をよい状態にしておかなければなりません。
45.(I, this, finish, work, must)?

No, you don't have to.

Must I finish this work ?

私はこの仕事をしてしまわないといけませんか。
いいえ, その必要はありません。
46.(not, such, do, you, must) a thing.

You must not do such

あなたはそんなことをしてはいけません。
47.(have, study, you, to, Japanese) harder.

You have to study Japanese

あなたはもっと熱心に日本語を勉強しなければなりません。
48.Mary (to, to, school, had, go).

had to go to school

メアリーは学校に行かねばなりませんでした。
49.He (have, go, to, to, will) the station.

will have to go to

彼は駅に行かなければならないでしょう。
50.(harder, should, study, you, English).
あなたはもっと一生懸命に英語を勉強すべきです。
51.You (to, have, here, come, don't) every day.

You should study English
harder.
don't have to come here

君は毎日ここに来る必要はありません。
52.You (better, at, had, start, once).
あなたはすぐに出発したほうがよい。
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had better start at once

53.You (better, climb, had, such, not) high mountains in winter. had better not climb such
冬にはそんな高い山に登らないほうがよい。
54.If you call him a clever man, (happy, he, be, may).

he may be happy

もし彼を利口な人と呼べば, 彼は喜ぶかもしれません。
55.May (there, Masao, go, with, I), Father ?

I go there with Masao

正夫君といっしょにそこへ行ってもいいですか, おとうさん。

［比較］
56.Tom (older, is, I, than).

is older than I

トムは私より年上です。
57.This flower (that one, beautiful, more, than, is).

is more beautiful than that one

この花はあの花よりもきれいです。
58.We have (than, more, had, snow, usual) this winter.

had more snow than usual

この冬は例年になく雪が多かった。
59.Taro (better, than, speaks, English, I).

speaks English better than I

太郎は私よりも上手に英語を話します。
60.China (is, Japan, larger, much, than).

is much larger than Japan

中国は日本よりずっと広い。
61.Sam (years, is, two, than, younger) Tom.

is two years younger than

サムはトムより二歳年下です｡
62.Tom can run (than, faster, other, any, boy) in his class.

faster than any other boy

トムはクラスのほかのどの少年よりも速く走ることができます｡
63.Ken (of, youngest, is, the, the, four).

is the youngest of the four

健は四人のうちで一番年下です。
64.Mt. Fuji is (famous, Japan, mountain, the, in, most).
富士山は日本でもっとも有名な山です。
65.(other, is, no, river, longer) than the Shinano.

the most famous mountain
in Japan

No other river is longer

信濃川より長い川はありません。
66.Nothing (skiing, is, than, pleasant, more).
スキーほど楽しいものはありません。
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is more pleasant than skiing

67.(longer, is, the Shinano River, which, or) the Agano River ?
信濃川と阿賀野川ではどちらが長いですか。
68.(hottest, is, of, the, which) all the seasons ?

Which is longer, the
Shinano River or
Which is the hottest of

一番暑い季節はいつですか。
69.(winter, than, I, better, like) summer.

I like winter better than

私は夏より冬が好きです。
70.(better, which, do, like, you), coffee or tea ?

Which do you like better

I like tea better.
コーヒーとお茶とどちらが好きですか。お茶が好きです。
71.She (talking, best, of, likes, all).

likes talking best of all

彼女はおしゃべりが一番好きです。
72.What (best, like, flower, you, do) ?

flower do you like best

何の花が一番好きですか。
73.This is (one, best, of, pianos, the) made in Japan.

one of the best pianos

これは日本で作られた最もよいピアノのひとつです。
74.You are (my, as, as, tall, sister).

as tall as my sister

あなたは私の姉と同じ背の高さです。
75.Mt. Fuji is about (four, high, times, as, as) Mt.Rokko.

four times as high as

富士山は六甲山のおよそ四倍の高さです。
76.My brother (not, is, as, as, tall) Jiro.

is not as tall as

私の弟は, 二郎さんほど背が高くありません。
77.I walked (could, as, as, I, slowly).
私はできるだけゆっくりと歩きました。
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as slowly as I could

［文型］
78.There (in, is, the room, a, piano).

is a piano in the room

その部屋にはピアノがあります。
79.There (lot, children, are, a, of) in the park.

are a lot of children

公園にはたくさんの子供がいます。
80.(very, look, tired, you).

You look very tired.

あなたはとても疲れているようにみえます。
81.Will you (the way, me, to, show) the bank ?

show me the way to

その銀行に行く道を教えてくれませんか。
82.Shall I (you, to, read, something, give)?

give you something to read

あなたに何か読むものをあげましょうか。
83.(me, books, bought, some, father).

Father bought me some books.

父は私に本を買ってくれました。
84.His name is Kenji, but (Ken, call, we, him).

we call him Ken

彼の名前は健二ですが, 私たちは彼をケンと呼んでいます。
85.They (Momotarou, baby, named, the).

named the baby Momotarou

彼らはその赤ん坊を桃太郎と名付けました。

［感嘆文］
86.(a, boy, kind, is, he, what)!

What a kind boy he is !

彼はなんて親切な少年でしょう。
87.(kind, you, how, are)!

How kind you are !

あなたはなんて親切なんでしょう。
88.(she, pretty, looks, how) in her new dress !
新しい服を着ると彼女は何てきれいに見えるのでしょう。

-7-

How pretty she looks

［現在完了］
89.I (reading, the book, just, finished, have).
私はちょうどその本を読み終わったところです。
90.He (already, his, has, work, finished).
彼はすでに仕事を終えてしまいました。
91.(finished, yet, you, your homework, have)?
あなたはもう宿題を終えましたか。
92.(yet, the train, arrived, hasn't).

have just finished
reading the book
has already finished his
work
Have you finished your
homework yet ?
The train hasn't arrived yet

汽車はまだ到着していません。
93.I (been, the, to, have, library).

have been to the library

私は図書館へ行ってきたところです。
94.(has, to, my brother, America, gone).
私の弟はアメリカへ行ってしまって, 今ここにいません。
95.I (a, seen, have, never, such) strange fish.

My brother has gone to
America.
have never seen such a

私はそんなに不思議な魚を一度も見たことがありません。
96.(seen, you, have, ever) koalas ?

Have you ever seen

あなたは今までにコアラを見たことがありますか。
97.I (have, Hokkaido, been, before, to).

have been to Hokkaido before

以前, ぼくは北海道に行ったことがあります。
98.I (known, two, have, for, him, years).

have known him for two years

彼と知り合ってから二年になります。
99.She has (with, last summer, lived, us, since).

lived with us since last summer

彼女はこの前の夏から私たちといっしょに住んでいます。
100.(have, how, you, lived, long) in Japan ?

How long have you lived

日本に住んでどれくらいになりますか。
101.I (been, ten years, for, Tokyo, have, in).
私が東京に来てから十年になります。
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have been in Tokyo for
ten years

［疑問文］
102.(Tom, or, is, that boy) Ben ?

Is that boy Tom or

あの少年はトムですかベンですか。
103.Hokkaido is (very, isn't, far, it)?

very far, isn't it

北海道はたいへん遠いですね。
104.Bert doesn't go (he, to, high, does, school)?

to high school, does he ?

バートは高校に通っていませんよね。
105.I don't know (want, do, to, you, what).

what you want to do

私には, あなたが何をしたいのかわかりません。
106.Please tell me (will, live, you, where).

where you will live.

どこに住むつもりなのか教えてください。
107.I do not know (can, when, she, come).

when she can come

私は彼女がいつ来ることができるかわかりません。

［受動態］
108.(by, these books, used, are, him).

These books are used by him.

これらの本は彼が使っています。
109.(written, was, by, this letter, Mary)?
この手紙はメアリーが書いたものですか。
110.Both English (French, spoken, and, are)in Canada.

Was this letter written
by Mary ?
and French are spoken

カナダでは英語もフランス語も話されています。
111.This camera was (uncle, by, me, given, my).

given me by my uncle

このカメラは, おじが私にくれたものです。
112.My father (born, in 1941, was, in Matsuyama).
私の父は1941年に松山で生まれました。
113.Few students (are, in, interested, this novel, reading).

was born in Matsuyama
in 1941
are interested in reading

この小説を読むことに興味のある生徒はほとんどいません。 this novel
114.We (surprised, the news, are, at).
私たちはそのニュースに驚いています。
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are surprised at the news

115.This bag (leather, is, of, made,).

is made of leather

このバッグは皮でできています。
116.Butter (from, is, milk, made).

is made from milk

バターはミルクから作られます。
117.Milk (into, is, butter, made).

is made into butter

ミルクはバターに作られます。
118.Her name (known, everyone, is, to).

is known to everyone

彼女の名前はみんなに知られています。
119.Mt. Fuji (is, with, covered, snow) in winter.

is covered with snow

富士山は冬には雪でおおわれます。
120.I (filled, joy, was, with).

was filled with joy

私は喜びでいっぱいでした。
121.I (brought, in, up, was, Osaka).

was brought up in Osaka

私は大阪で育ちました。
122.She (with, is, her new dress, pleased).

is pleased with her new dress

彼女は新しいドレスが気に入っています。

［不定詞］
123.They (in, to, the snow, like, play).

like to play in the snow

彼らは雪の中で遊ぶのが好きです。
124.I (know, what, want, you, to) did this summer.

want to know what you

あなたが今年の夏何をしたか知りたい。
125.I (get, like, would, to, a camera) like this.

would like to get a camera

私はこのようなカメラを買いたいと思います。
126.He (up, stand, to, tried).

tried to stand up

彼は立とうとしました。
名詞的用法 try to(動詞原形)(〜しようとする)
127.We (help, need, each, to, other).
私たちはお互いに助け合うことが必要です。
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need to help each other

128.Will you (to, me, give, something, eat)?

give me something to eat

私に何か食べるものをくれませんか。
129.Please give (something, drink, hot, me, to).

me something hot to drink

何か熱い飲み物を下さい。
130.Linda went to (to, to, the, listen, park) the music.

the park to listen to

リンダは音楽を聞きにその公園に行きました。
131.I was (hear, surprised, the, to, news).

surprised to hear the news

私はそのニュースを聞いて驚きました。
132.I (glad, see, to, am, you).

am glad to see you

お会いできてうれしいです。
133.She doesn't know (a, to, drive, how, car).

how to drive a car

彼女は車の運転のしかたがわかりません。
134.We didn't (what, do, know, to) next.

know what to do

私たちは, 次に何をしたらよいかわかりませんでした。
135.Will you tell me (change, to, where, trains)?

where to change trains

どこで乗り替えたらよいか教えてくれませんか。
136.(understand, other, to, each) is important.

To understand each other

お互いに理解しあうことは大切なことです。
137.It (stars, to, is, watch, interesting).

is interesting to watch stars

星をながめるのは興味深い。
138.It is fun (me, to, for, watch) the soccer game on TV. for me to watch
テレビでサッカーの試合を見るのは私にとって面白い。
139.We asked (Hanako, piano, play, to, the).

Hanako to play the piano

私たちは花子にピアノをひいてくれるようにたのみました。
140.The teacher told (study, him, English, to) hard.

him to study English

先生は彼に英語を一生懸命に勉強するようにと言いました。
141.I (you, bring, to, want) him here.

want you to bring

あなたに彼を連れてきてもらいたい。
142.My father is (to, busy, a walk, too, take).
父はいそがしすぎて散歩もできません。
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too busy to take a walk

143.This question is (for, difficult, to, too, me, answer).

too difficult for me to answer

この問いはむずかしすぎて, 私には答えられません。
144.She was (kind, to, enough, show, me) the way.

kind enough to show me

彼女は親切にも, 道を教えてくれました。

［動名詞］
145.(early, getting up, good, is, very).

Getting up early is very good.

早起きはたいへんよい。
146.I (the, swimming, enjoyed, river, in).

enjoyed swimming in the river

私は川で泳ぐのを楽しみました。
147.He (book, reading, the, finished).

finished reading the book

彼はその本を読み終えました。
148.My father (reading, lunch, stopped, to, have).

stopped reading to have lunch

父は昼食を食べるために読書をやめました。
149.I (to, like, music, listening).

like listening to music

私は音楽を聴くのが好きです。
150.I am very (listening, of, fond, to, music).

fond of listening to music

私は音楽を聴くのがとても好きです。
151.She (is, tennis, good, playing, at).

is good at playing tennis

彼女はテニスをするのが上手です。
152.I am (to, your school, looking, visiting, forward).
あなたの学校を訪問するのを楽しみにしています。
153.(going, to, how, see, about) the game ?

looking forward to
visiting your school
How about going to see

その試合を見に行きませんか。
154.My brother ran (anything, out of, without, saying, the room). out of the room without
弟は何も言わないで部屋から走って出ていきました。
155.(me, you, for, thank, inviting) to the party.

saying anything
Thank you for inviting me

パーティーに招待してくれてありがとう。
156.Last night I went to (after, bed, writing, late, a letter).
昨夜, 私は手紙を書いたあとおそく寝ました。
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bed late after writing a letter

［分詞］
157.The (boy, my, is, swimming, brother).

swimming boy is my brother

泳いでいる少年は私の弟です。
158.The (singing, boy, is, a, song) my brother.

boy singing a song is

歌を歌っている少年は私の弟です。
159.(the, broken, found, I) camera.

I found the broken

私はこわれたカメラを見つけました。
160.I (by, a letter, have, him, written).

have a letter written by him

私は彼が書いた手紙を持っています。
161.I (went, with, brother, fishing, my) in the river.

went fishing with my brother

私は, 兄と川へつりに行きました。

［関係代名詞］
162.He is the man (picture, who, the, drew).

who drew the picture

彼がその絵をかいた人です。
163.This is the boy (yesterday, met, whom, I, there).

whom I met there yesterday

こちらが私が昨日そこで会った少年です。
164.Akiko has an (name, aunt, whose, is) Hana.

aunt whose name is

明子にはハナという名のおばさんがいます。
165.Look at that mountain (with, which, snow, covered, is).

which is covered with snow

あの雪でおおわれた山をごらんなさい。
166.Look at the mountain (covered, top, is, whose, with, snow).

whose top is covered with snow

頂上が雪でおおわれているあの山を見なさい。
167.He is the tallest man (I, seen, that, ever, have).
彼は私が今まで会ったうちで, 一番背が高い人です。

- 13 -

that I have ever seen

［接続詞］
168.She was (TV, came, when, watching, I, home).
私が家に帰ってきたとき, 彼女はテレビを見ていました。
169.(went, as, as, soon, I, out), it began to rain.

watching TV when I
came home
As soon as I went out

外に出るとすぐに雨が降りはじめた。
170.I'll be so (you, can, if, glad, come).

glad if you can come

あなたが来られれば私はとてもうれしく思うでしょう。
171.Every

morning she gets up early (to, she, because, cook, has).

because she has to cook

彼女は料理しなければならないので, 毎朝早く起きます。
172.Let's go back (begins, it, before, rain, to).

before it begins to rain

雨が降り出さないうちに帰りましょう。
173.(is, than, though, more, he)sixty years old, he looks young.

Though he is more than

彼は60歳をこえているけれども, 若く見えます。
174.I think (there, places, that, are, many) to see there.

that there are many places

そこにはたくさん見るところがあると思います。
175.I hope (it, you, that, like, will).

that you will like it

あなたがそれを気にいってくれるといいのですが。
176.We were (couldn't, so, we, excited, that) sit still.

so excited that we couldn't

私たちはとても興奮していたので, じっとすわって
いることができませんでした。
177.Not (she, only, also, but) you are wrong.
彼女だけでなく君もまちがっています。
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only she but also

［語句］
178.We are going to see (in, her, of, front) the station tomorrow. her in front of
私たちは明日彼女に駅の前で会うことになっています。
179.On (to, way, the, my, library) I met my friend.

my way to the library

私は図書館へ行く途中で友達に会いました｡
180.Please (me, my homework, with, help).

help me with my homework

どうぞ宿題を手伝って下さい。
181.Are (the, you, for, ready, party)?

you ready for the party

パーティーの用意はいいですか。
182.Don't (mistakes, of, afraid, be, making).

be afraid of making mistakes

誤りをおかすことを恐れてはいけません。
183.You must (kind, people, be, to, old).

be kind to old people

お年寄りには親切にしなければなりません。
184.She (proud, her, of, is, sons).

is proud of her sons

彼女は自分の息子たちを誇りに思っています。
185.Nara (for, is, famous, Daibutsu).

is famous for Daibutsu

奈良は大仏で有名です。
186.Don't (school, late, for, be).

be late for school

学校に遅れてはいけません。
187.He (school, was, from, absent).

was absent from school

彼は学校を休みました。
188.My ideas (from, different, are, yours).

are different from yours

私の考えはあなたの考えとは違います。
189.I (old, be, sixteen, will, years) next month.

will be sixteen years old

私は来月16歳になります。
190.We (good, a, time, had, very) last night.

had a very good time

ゆうべはとても楽しかった。
191.(looks, that lake, the, like) sea.

That lake looks like the

あの湖は海のように見えます。
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192.She liked to (take, of, the, care, children).

take care of the children

彼女は子供の世話をするのが好きでした。
193.Will (of, cup, you, have, a) tea ?

you have a cup of

お茶を一杯飲みませんか｡
194.You had (English, learn, either, or, better) French.

better learn either English or

あなたは英語かフランス語のどちらかを習ったほうがいいです。
195.I could not (of, sleep, the, because, noise).

sleep because of the noise

私はその音のために眠れませんでした。
196."Can I use your dictionary ?" "Yes, (are, you, here)."

here you are

「あなたの辞書を使ってもいいですか。」「はい, どうぞ。」
197.(are, how, you), Tom ?

How are you

トム, ごきげんいかがですか。
198.(are, welcome, you).

You are welcome.

「どういたしまして。」
199.What (with, matter, is, the, you)?

is the matter with you

「どうしたのですか。」
200."Paul (bed, is, in, today, sick)."

"That's too bad."

is sick in bed today

「ポールは今日は病気で寝ています。」「それは気のどくだ。」
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