
文法穴埋め問題答え

1. I (am) (going) (to) write a letter tomorrow.

2. 私は明日手紙を書くつもりです。

3. He is going to (be) a doctor next year.

4. 彼は来年医者になるでしょう。

5. I (will) help my mother today.

6. 私は今日母を手伝うつもりです。

7. She (won't) drive a car next Saturday.

8. 彼女は来週の土曜日車を運転しないでしょう。

9. (Will) Bob study day after tomorrow? Yes 、 he (will).

10. ボブは明後日勉強するでしょうか？はい、するでしょう。

11. I (must) study hard.

12. 私は一生懸命勉強しなければならない。

13. I (have) (to) study hard.

14. 私は一生懸命勉強しなければならない。

15. She (has) (to) go to the hospital.

16. 彼女は病院へ行かなければならない。

17. You (mustn't) get on this train.

18. あなたはこの列車に乗ってはいけない。

19. You (don't) (have) (to) get on this train.

20. あなたはこの列車に乗る必要はない。

21. He (didn't) (have) (to) eat this food.

22. 彼はこの食べ物を食べる必要はなかった。



23. (Must) Tom run fast ? Yes 、 he (must)?

24. トムは速く走らなければなりませんか？はい、そうです。

25. (Does) Tom (have) (to) run fast Yes 、 he (does).

26. トムは速く走らなければなりませんか？はい、そうです。

27. Must I help my brother ? No 、 you (don't) (have) (to).

28. 私は弟を手伝わなければなりませんか？いいえ、その必要はありません。

29. I (can) drive a car.

30. 私は車を運転できる。

31. I (am) (able) (to) drive a car.

32. 私は車を運転できる。

33. Tom (could )run fast last month.

34. トムは先月速く走れました。

35. Tom (was) (able) (to) run fast last month?

36. トムは先月速く走れましたか。

37. Tom (will) (be) (able) (to) run fast next year?

38. トムは来年速く走れるでしょうか。

39. You (had) (to) use a dictionay.

40. あなたは辞書を使わなければならなかった。

41. (Will) (you) open the window ? Yes 、 of course.

42. 窓を開けてもらえますか？もちろん、いいですよ。



43. (Shall) (I) help you ? No 、 (thank) (you).

44. 手伝いましょうか？いいえ、結構です。

45. (Shall) (we) go to park ? Yes 、 (let's).

46. 公園に行きませんか？はい、行きましょう。

47. You (may) drive this car.

48. あなたはこの車を運転してもいいですよ。

49. Tom (may) (not) come here.

50. トムはここに来てはいけません。

51. He (may) (be) a doctor.

52. 彼は医者かもしれない。

53. Jane (must) (be) a nurce.

54. ジェーンは看護婦にちがいない。

55. She (can't) (be) a student.

56. 彼女は学生のはずはない。

57. (To) (study) (English) is important.

58. 英語を勉強することは大事です。

59. His hobby is (to) (read) a history book.

60. 彼の趣味は歴史の本を読むことです。

61. I liked (to) (drink) milk those days.

62. 私は当時牛乳を飲むことが好きだった。

63. I have some books (to) (read).

64. 私は何冊かの読むためのを持っている。



65. She has (something) (to) (eat).

66. 彼女は食べ物を持っている。

67. Tom has (something) (cold) (to) (drink).

68. トムは冷たい飲み物を持っている。

69. I went to the library (to) (study) math.

70. 私は数学を勉強するために図書館に行った。

71. I was (happy) (to) (hear) the news.

72. 私はその知らせを聞いて幸せでした。

73. (Studying) (English) is important.

74. 英語を勉強することは大事です。

75. She is interested in (speaking) (English).

76. 彼女は英語を話すことに興味がある。

77. My father stopped (smoking).

78. 私の父はたばこを吸うことをやめた。

79. My father stopped (to) (smoke).

80. 私の父はたばこを吸うために立ち止まった。

81. Tom is (as) (tall) (as) Mary.

82. トムはメアリーと同じぐらい背が高いです。

83. Mary (isn't) (as) (tall) (as) Tom.

84. メアリーはトムほど背が高くない。

85. Jane (doesn't) run (as) (fast) (as) Bob.

86. ジェーンはブほど速く走らない。



87. Tom is (taller) (than) Mary.

88. トムはメアリーより背が高い。

89. Bob runs (faster) (than) Jane.

90. ブはジェーンより速く走る。

91. Tom is (the) (tallest) (in) his class.

92. トムはクラスの中で最も背が高い。

93. Is Tom (the) (tallest) boy (of) the three?

94. トムは３人の中で最も背が高いですか。

95. He can swim (much) (faster) than Mike.

96. 彼はマイクよりずっと速く泳ぐことができる。

97. She is (a) (little) (shorter) than Jane.

98. 彼女はジェーンより少し背が低い。

99. The Shinano river is longer than (any) (other) (river).

100.信濃川は他のどの川より長い。

101. I like spring (better) than winter.

102.私は冬より夏が好きです。

103. (Which) do you like (better) 、 dogs or cats?

104.あなたは犬とネコどちらが好きですか。

105. It got (colder) (and) (colder).

106.だんだん寒くなった。

107. I like spring (the) (best).

108.私は春が最も好きです。

109. (Which) season do you like (the) (best)?

110. あなたはどの季節が最も好きですか。



111. Tokyo is (the) (one) (of) the largest cities.

112. 東京は最も大きな街のひとつです。

113. (Be) (kind) (to) old people.

114. 老人には親切にしなさい。

115. (Don't) (be) kind to those men.

116. あれらの男の人たちには親切にするな。

117. (Don't) (be) afraid.

118. 恐れるな。

119. (Run) (fast) , (and) you (will) catch the train.

120.速く走りなさい。そうすれば,あなたは列車に間に合うでしょう。

121. (Run) (fast) , (or) you (will) miss the train.

122.速く走りなさい。さもないと,あなたは列車をのがすでしょう。

123. (How) (about) (going) to the park.

124.公園に行きましょうよ。

125. (Why) did Tom go to Enland?

126.なぜ,トムはイギリスに行ったのですか。

127. (Because) he wanted to study English.

128.彼は英語を勉強したかったからです。

129. (How) (long) will Bob stay in Tokyo?

130.ボブは東京にどれぐらい滞在するつもりですか。

131. Here (you) (are).

132.はい,どうぞ。



133. Here (we) (are).

134.さあ,着きました。

135. Here (we) (go).

136.さあ,行きましょう。

137. (Were) these dolls given by her father ? Yes , they were.

138.これらの人形は彼女の父によって与えられたのですか？はい,そうです。

139. This bike (will) (be) (riden) by Mary.

140.この自転車はメアリーによって乗られるでしょう。

141. (Must) this room (be) (cleaned) by us?

142.この部屋は私たちによって,そうじされなければならないか。

143. (When) (was) the book used by Mary?

144.いつ,そのはメアリーによって使われましたか。

145. (What) (was) read by those students?

146.何があれらの生徒に読まれましたか。

147. (What) (kind) (of) books was written by Tom?

148.何の種類のがトムによって書かれましたか。

149. English (is )(spoken) in England.

150.英語はイギリスで話される。

151. (They) (speak) English in England.

152.英語はイギリスで話される。

153. The star (can) (be) (seen) here.

154.その星はここで見ることができる。

155. Tom (was) (laughed) (at) by everyone.

156.トムはみんなに笑われた。



157. The cat (was) (looked) (for) by Mary.

158.そのネコはメアリーに世話された。

159. Jane (was) (spoken) (to) them.

160.ジェーンは彼らに話しかけられた。

161. This house (is) (made) (of) wood.

162.この家は材木でできている。

163. Cheese (is) (made) (from) milk.

164.チーズはミルクでできている。

165. He (was) (interested) (in) tennis.

166.彼はテニスに興味があった。

167. That story (is) (known) (to) everyone.

168.あの話はみんなに知られている。

169. The mountain (is) (covered) (with) snow.

170.その山は雪でおおわれている。

171. I (was) (surprised) (at) the news.

172.私はその知らせに驚いた。

173. Tom gave (Mary) (dolls).

174.トムはメアリーに人形を与えた。

175. Tom bought (Mary) (dolls).

176.トムはメアリーに人形を買った。

177. Tom will show (Mary) (the) (way).

178.トムはメアリーに道を教えるでしょう。



179. Tom gave (dolls) (to) (Mary).

180.トムはメアリーに人形を与えた。

181. Tom bought (dolls) (for) (Mary).

182.トムはメアリーに人形を買った。

183. Will Tom show (the) (way) (to) (Mary)?

184.トムはメアリーに道を教えるでしょうか。

185. Tom named (her) (Mary).

186.トムは彼女をメアリーと名づけた。

187. Tom didn't call (her) (Mary).

188.トムは彼女をメアリーと呼ばなかった。

189. Do you think (it) (true)?

190.あなたはそれを本当だと思いますか。

191. You (should) run fast.

192.あなたは速く走るべきです。

193. You (had) (better) run fast.

194.あなたは速く走ったほうがいい。

195. You (had) (not) (better) walk slowly.

196.あなたはゆっくり歩かないほうがいい。

197. You (need) run fast.

198.あなたは速く走る必要がある。

199. You (need) (not) go to school.

200.あなたは学校へ行く必要はない。

201. You (didn't) (have) (to) go to school.

202.あなたは学校へ行く必要はなかった。



203. I (would) (like) (to) go abroad.

204.私は外国へ行きたい。

205. (Would) (you) (like) (to) go abroad?

206.あなたは外国へ行きたいですか。

207. (I'd) (like) (to) play tennis.

208.私はテニスをしたい。

209. Tom is (three) (times) as old as Mary.

210.トムはメアリーの３倍年とっている。

211. Tom is (three) (years) (older) than Mary.

212.トムはメアリーより３歳年とっている。

213. Tom is (the) (third) (oldest) in his family.

214.トムは家族の中で３番目に年とっている。

215. It is getting (colder) (and) (colder).

216.だんだん寒くなってきている。

217. I study (as) (hard) (as) (I) (can).

218.私はできるだけ一生懸命勉強します。

219. He ran (as) (fast) (as) (possible).

220.彼はできるだけ速く走った。

221. (It) is important (to) study.

222.勉強することは大事です(itで始める)。

223. (It) was hard (for) her (to) answer it.

224.彼女にとってそれに答えることは難しかった(itで始める)。



225. Is (it) easy (for) Tom (to) speak Japanese.

226.トムにとって日語を話すことはやさしい(itで始める)。

227. Tom is (so) young (that) he (can't) drive.

228.トムはとても若いので、運転できない。

229. Tom is (too) young (to) drive.

230.トムはあまりに若いので、運転できない。

231. This bag is (so) heavy (that) I (can't) take it.

232.このカバンはとても重いので、私はそれを持っていけない。

233. Tom is (so) young (that) he (can) run fast.

234.トムはとても若いので速く走れる。

235. Tom is young (enough) (to) run fast.

236.トムは十分若いので速く走れる。

237. Tom was kind (enough) (to) show me the way.

238.トムは私に道を教えてくれるほど親切でした。

239. I don't know (what) (to) study.

240.私は何を勉強したらいいかわからない。

241. Do you know (where) (to) study?

242.あなたはどこで勉強したらいいかわかりますか。

243. Do you know (how) (to) study?

244.あなたは勉強の方法がわかりますか。

245. I (asked) (him) (to) study.

246.私は彼に勉強するように頼んだ。

247. Tom (told) (Mary) (to) sing.



248.トムはメアリーに歌うように言った。

249. Mary (wanted) (Tom) (to) swim.

250.メアリーはトムに泳いで欲しかった。

251. I (have) (eaten) it (since) this morning.

252.私は今朝からずっとそれを食べています。

253. I (have) (spoken) (for) two hours.

254.私は２時間ずっと話しています。

255. He (has) (written) a book (since) April.

256.彼は春からずっと本を書いています。

257. I have eaten it (three) (times).

258.私は３回それを食べたことがある。

259. I (haven't) (seen) the movie (before).

260.私は以前にその映画を見たことがなかった。

261. (Have) you met her (twice) ? Yes , I (have).

262.あなたは彼女に２度会ったことがありますか？はい,あります。

263. I (have) (never) eaten it.

264.私は今までにそれを食べたことがない。

265. (Has) Tom (ever) eaten it? No , he hasn't.

266.トムは今までにそれを食べたことがありますか？いいえ,ありません。

267. He has never seen (such) (a) nice movie.

268.彼はこんなにいい映画を今まで見たことがない。

269. (How) (long) have you eaten it?

270.どれぐらいの間,あなたはそれをずっと食べているのですか。



271. (How) (many) (times) have you eaten it?

272.あなたは何回それを食べたことがありますか。

273. (How) (often) has Tom seen the movie?

274.トムは何回その映画を見たことがありますか。

275. I (have) (already) eaten it.

276.私はすでにそれを食べてしまいました。

277. Have you met her (yet)?

278.あなたはもう会いましたか。

279. He hasn't seen the movie (yet).

280.彼はまだその映画を見ていません。

281. Tom (has) (been) (to) America for two years.

282.トムは２年間ずっとアメリカにいます。

283. Tom (has) (been) (to) America five times.

284.トムは５回アメリカに言ったことがある。

285. Tom (has) (gone) (to) America.

286.トムはアメリカに行ってしまった。

287. I (have) (just) eaten it.

288.私はちょうどそれを食べたところです。

289. Tom (has) just (been) (to) America.

290.トムはちょうどアメリカに行ってきたところです。

291. (Where) have you (been)?

292.あなたはどこに行ってきたところですか。



293. Tom is a doctor , (isn't) (he)?

294.トムは医者ですよね。

295. Mary plays soccer , (doesn't) (she)?

296.メアリーはサッカーをしますよね。

297. You can sing well , (can't) (you)?

298.あなたは上手に歌を歌えますよね。

299. Tom isn't a teacher , (is) (he)?

300.トムは医者ではないですよね。

301. Mary didn't play tennis , (did) (she)?

302.メアリーはテニスをしませんよね。

303. They won't go there , (will) (they)?

304.彼らはそこに行くつもりはないですよね。

305. You have met her , (haven't) (you)?

306.あなたは彼女に会いましたよね。

307. There are dogs , (aren't) (there)?

308.犬がいますよね。

309. There isn't a cat , (is) (there)?

310.ネコはいませんよね。

311. Open the window , (will) (you)?

312.窓を開けてもらえませんか。

313. Please read the book , (will) (you)?

314.そのを読んでもらえませんか。

315. Let's play tennis , (shall) (we)?

316.テニスをしませんか。



317. I (know) that he (is) a doctor.

318.私は彼が医者だということを知っています。

319. I (think) that it (will) (be) fine tomorrow.

320.私は明日晴れるだろうと思います。

321. I (hope) that he (will) pass the exam.

322.私は彼が試験に受かるだろうと望んでいます。

323. I (know) that he (was) a doctor.

324.私は彼が医者だったということを知っています。

325. I (know) she (was) a nurse.

326.私は彼女が看護婦であったということを知っています。

327. I (think) Tom (could) play tennis well.

328.私はトムが上手にテニスができたと思う。

329. I know (who) (you) (are).

330.私はあなたが誰だか知っている。

331. Do you know (what) (Tom) (studies)?

332.トムが何を勉強しているかあなたは知ってますか。

333. Please tell me (when) (she) (will) start.

334.いつ彼女が出発するか教えてください。

335. I (knew) that he (was) a doctor.

336.私は彼が医者であるということを知っていた。

337. I (didn't) think that Tom (could) run fast.

338.私はトムが速く走れると思わなかった。



339. Did you know (what) (Mary) (studied)?

340.メアリーは何を勉強しているか知ってましたか。

341. He saw (her) (sing).

342.彼は彼女が歌うのを見た。

343. She saw (him) (singing).

344.彼女は彼が歌っているのを見た。

345. He heard (the) (bird) (sing).

346.彼はその鳥が歌うのを聞いた。

347. She (made) him (sing).

348.彼女は彼に歌わせた。

349. He (let) his dog (play).

350.彼は彼の犬に遊ばせた。

351. Tom (made) me (clean) his room.

352.トムは私に彼の部屋をそうじさせた。

353. This (sleeping) (boy) is Tom.

354.この寝ている少年はトムです。

355. The (boy) (sleeping) in the bed is Tom.

356.そのベッドで寝ている少年はトムです。

357. Tom has that (dog) (running) in the park.

358.トムは公園で走っているあの犬を飼っています。

359. A (broken) (cup) is mine.

360.こわれたカップは私のものです。

361. The (cup) (broken) by Tom is hers.



362.トムによって壊されたそのカップは彼女のものです。

363. Tom read a (book) (written) by her.

364.とむは彼女によって書かれた本を読んだ。

365. The boy (who) (is) (sleeping) in the bed is Tom.

366.そのベッドで寝ている少年はトムです。

367. The cup (which) (was) (broken) by Tom is hers.

368.トムによって壊されたそのカップは彼女のものです。

369. Tom has a son (who) (studies) Germany.

370.トムにはドイツ語を勉強している息子がいる。

371. The boy (whom) (Mary) (teaches) Chinese is Tom.

372.中国語を教えているその少年はトムです。

373. The cup (which) (Tom) (broke) is hers.

374.トムが壊したそのカップは彼女のものです。

375. Tom knows a boy (whom) (I) (met) yesterday.

376.トムは私が昨日会った少年を知っている。

377. Tom was (given) (dolls) (by) him.

378.トムは彼によって、人形を与えられた。

379. Dolls was (given) (to) (Tom) by him.

380.人形は彼によってトムに与えられた

381. Tom was (made) (dolls) (by) him.

382.トムは彼に、人形を作ってもらった。

383. Dolls was (made) (for) (Tom) by him.



384.彼によって人形がトムに作られた

385. I have some pens.

386.私は何本かのペンを持っています。

387. Do you have any pens?

388.あなたは何本かのペンを持っていますか？

389. I have any pens.

390.私はどんなペンも持っています。

391. I don't have any pens.

392.私は一本もペンを持っていません。

393. I have no pens.

394.私は一本もペンを持っていません。

395. I said to him.

396.私は彼に言った。

397. I talked to him.

398.私は彼に言った。

399. I told him.

400.私は彼に言った。

401. I spoke to him.

402.私は彼に話かけた。

403. One is white and the other is black.

404.ひとつは白で、残り（単数）は黒です。

405. One is white and another is black.

406.ひとつは白で、もうひとつは黒です。

407. One is white and the others are black.

408.ひとつは白で、残り（複数）は黒です。



409. Some are white and the others are black.

410.いくつかは白で、残り（複数）は黒です。

411. Some are white and others are black.

412.いくつかは白で、ほかのいくつかは黒です。

413. Show me another.

414.別のを見せてください。

415. The game was exciting.

416.その試合は刺激的だった。

417. I was excited.

418.私は興奮した。

419. It takes him two hours to finish his homework.

420.彼は宿題を終わらせるのに 2時間かかった。

421. How long does it take him to finish his homework?

422.彼は宿題を終わらせるのに何時間かかりますか。

423. It is careless of you to do such a mistake.

424.そんな間違いをするなんて、あなたは注意不足だ。

425. I have something to eat.

426.私は食べ物を持っている。

427. Do you have anything to eat?

428.あなたは食べ物を持ってますか？

429. I have anything to eat.

430.私はどんな食べ物も持っています。

431. I don't have anything to eat.

432.私はひとつも食べ物を持っていません。

433. I have nothing to eat.

434.私はひとつも食べ物を持っていません。



435. (Not) Ｉ (but) Mary is a student.

436.私ではなくメアリーが学生です。

437. (Not) (only) Ｉ (but) (also) Mary is a student.

438.私だけでなくメアリーも学生です。

439.Ｉ (as) (well) (as) Mary am a student.

440.メアリーと同様に私も学生です。


