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■ 2 疑問詞・関係詞 ■ワークシート　Level 0

■2 疑問詞・関係詞
○15
「あなたは何をしますか」 （　　） do you do?

○16
「だれがそれをしたのですか」 （　　） did it?
「これはだれの本ですか」 
 （　　） book is this?

○17
「あなたはどちらをしますか」 
 （　　） do you do?
「どちらがあなたのものですか」 
 （　　） is yours?
「どちらがあなたの本ですか」 
 （　　） book is yours?

○18
「あなたはいつそれをしますか」 
 （　　） do you do it?

○19
「あなたはどこでそれをしますか」 
 （　　） do you do it?

○20
「あなたはなぜそれをしますか」 
 （　　） do you do it?

○21
「あなたはどのようにそれをしますか」 
 （　　） do you do it?
「それはどれくらい長いですか」 
 （　　） long is it?

■3 基本接続詞
○23
「私はこれをする，そして，あなたはそれをする」 
 I do this （　　） you do that.

○24
「私はこれをする，しかし，あなたはそれをしない」 
 I do this （　　） you don’ t do that.

○25
「私はこれをする，または，あなたはそれをする」 
 I do this （　　） you do that.

■4 代名詞・形容詞 
 　（不特定の人・物・数量を表すもの）
○26
「私のカバンは古い，あたらしいのがほしい」 
 My bag is old. I want a new （　　）.
「その本のひとつ［1冊］」 
 （　　）〔　〕 the books

○27
「すべての本」 （　　） books
「すべての金」 （　　） money
「本の全部」 （　　）〔　〕 the books
「金の全部」 （　　）〔　〕 the money

○28
「いくつか［何冊か］の本」 （　　） books
「いくらかの金」  （　　） money
「本のいくつか［何冊か］」 
 （　　）〔　〕 the books
「金のいくらか」 （　　）〔　〕 the money

○29
「英語の本をいくらか［何冊か］持っていますか」 
 Do you have （　　） English books?
「お金をいくらか持っていますか」 
 Do you have （　　） money?
「これらの本のどれかを持っていますか」 
 Do you have （　　）〔　〕 these books?

○30
「ほかの本」  （　　） books
「そのほかの（全部の）本」 the （　　） books
「もう一方の本」 the （　　） book

○31
「もう1つ［1冊］の本」 （　　） book
「さらに［あと］3冊の本」 （　　） three books

○32
「それぞれの本」 （　　） book
「子供たちそれぞれ［1人ひとり］」 
 （　　）〔　〕 the children

○33
「すべての本［どの本も］」 （　　） book
「毎日」 （　　） day
「3日ごとに」 （　　） three days

■1 助動詞
○1
「私はそれをするつもりだ」 I （　　） do it.
「私はそれをするだろう」 I （　　） do it.

○2
「彼はそれをしそうだ」 
 He （　　）（g　　）〔　〕 do it.
「私はそれをするつもりだ」 
 I （　　）（g　　）〔　〕 do it.

○3
「それをしませんか」  （　　） we do it?
「それをしましょうか」 （　　） I do it?

○4
「私はそれをすることができる」 
 I （　　） do it.
「あなたはそれをしてもよい」 
 You （　　） do it.
「それは本当かもしれない」 
 It （c　　）（b　　） true.

○5
「私はそれをすることができるだろう」 
 I  （w　　）（　　）（a　　）〔　〕 do it.
「私はそれをすることができた」 
 I （w　　）（a　　）〔　〕 do it.

○6
「彼はそれをするかもしれない」 
 He （m　　） do it.
「あなたはそれをしてもよい」 
 You （m　　） do it.

○7
「私はそれをしなければならない」 
 I （　　） do it.
「それは本当にちがいない」 
 It （　　）（b　　） true.
「あなたはそれをしてはいけない」 
 You （　　）（n　　） do it.

○8
「私はそれをしなければならない」 
 I （　　）〔　〕 do it.
「私はそれをしなければならなかった」 
 I （　　）〔　〕 do it.
「私はそれをしなければならないだろう」 
 I （w　　）（　　）〔　〕 do it.
「あなたはそれをする必要はない」 
 You （d　　） （　　）〔　〕 do it.

○9
「私はそれをできなかった」 
 I （c　　） do it.
「それは本当かもしれない」 
 It （c　　）（b　　） true.
「それをしていただけませんか」 
 （C　　） you do it?

○10
「彼はそれをするかもしれない」 
 He （m　　） do it.

○11
「それをしていただけませんか」 
 （W　　） you do it?
「よくそれをしたものだ」 
 I （　　） do it.

○12
「私たちはそれをすべきだ」 
 We （　　） do it.
「彼は（きっと）それをするはずだ」 
 He （s　　） do it.

○13
「私たちはそれをすべきだ」 
 We （o　　）〔　〕 do it.

○14
「私たちはそれをしたほうがよい」 
 We （　　）（b　　） do it.

 ■ワークシート　Level 0
　※  （　　 ）や〔　〕に用例と異なる語を入れることが可能な場合もありますが，まず用例の語を覚え
ましょう。〔　〕には前置詞・副詞が入ります。
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■ 5 程度を表す副詞 ■ワークシート　Level 0

「車を買うのに十分な額の金」 
 （　　） money to buy a car
「これは私には十分です［よいです］」 
 This is good （　　） for me.

○48
「いくつかの［何冊かの］本」 （　　） books

■5 程度を表す副詞
○49
「とても良い」 （　　） good
「とてもゆっくり走る」 run （　　） slowly
「それはとてもおもしろいね」 
 It’s （　　） interesting.
「私はとても疲れた［疲れている］」 
 I’m （　　） tired.

○50
「テレビはよく見ますか」 
 Do you watch TV （　　）?
「私はテレビをよく見ます」 
 I watch TV very （　　）.
「新しい車は古いのよりずっと速い」 
   The new car is （　　） faster than the old 

one.

○51
「もっと勉強したほうがいいよ」 
 You should study （　　）.
「その山は冬はより美しく見える」 
   The mountain looks （　　） beautiful in 

winter.

○52
「今年は最もよく勉強した」 
 I studied the （　　） this year.
「その山は冬に最も美しく見える」 
   The mountain looks the （　　） beautiful 

in winter.

■6 時間関係を表す語 
 　（副詞・形容詞・前置詞・接続詞）
○53
「クリスマスの数日後」 
 a few days （　　） Christmas
「学校を過ぎて右に曲がる」 
 turn right （　　） the school

「彼女は部屋を出たが，すぐあとに戻ってきた」 
 She left the room, but came back soon 
 （　　）.
「結婚してから2年後」 
 two years （　　） I got married

○54
「会議の2時間前」 
 two hours （　　） the meeting
「郵便局のすぐ手前を左に曲がる」 
 turn left just （　　） the post office
「彼は彼女に2日前に会ったと言った」 
 He said he had met her two days （　　）.
「（彼らが）結婚する2年前」 
 two years （　　） they got married

○55
「私は今幸せです」 I am happy （　　）.
「今すぐやります」 I’ ll do it right （　　）.
「彼はたった今部屋を出たところです」 
 He left the room just （　　）.

○56
「それは100年前に始まった」 
 It began 100 years （　　）.

○57
「ちょうどそのとき」 just （　　）
「そのとき以来」 since （　　）
「右へ曲がって，それから左に曲がりなさい」 
 Turn right, （　　） turn left.
「それなら，後で電話します」 
 I will call you later, （　　）.

○58
「私は今朝早く起きた」 
 I got up （　　） this morning.
「電車は（定刻より）5分早く着いた」 
 The train arrived five minutes （　　）.
「早朝に散歩する」 
 take a walk in the （　　） morning

○59
「夜遅くに家に帰った」 
 I got home （　　） at night.
「電車は（定刻より）5分遅れて着いた」 
 The train arrived five minutes （　　）.

○34
「両方の本」 （　　） books
「（その）両方の本」 （　　） the books
「その本の両方」 （　　）〔　〕 the books
「彼と彼女はどちらも幸せです」 
 （　　） he 〔　〕 she are happy.

○35
「どちらかの本」 （　　） book
「彼ら［それら］のどちらかが正しい」 
 （　　）〔　〕 them is right.
「彼と彼女のどちらかが正しい」 
 （　　） he 〔　〕 she is right.

○36
「私は何か新らしいことをしたい」 
 I want to do （　　） new.
「私は何も新らしいことをしたくない」 
 I don’ t want to do （　　） new.
「私は何も新らしいことをしない」 
 I do （　　） new.
「私は私のできるすべてのことをする［できること
は何でもする］」 
 I do （　　） I can.

○37
「だれかがそれをした」 （　　） did it.
「だれかがそれをしますか」 Does （　　） do it?
「みんながそれをした」 （　　） did it.
「だれもそれをしなかった」 
 （　　）（　　） did it. / （　　） did it.

○38
「たくさん［多数］の本」 （　　） books
「その本の多くは新しい」 
 （　　） of the books are new.

○39
「たくさんの金［大金］」 （　　） money
「その金の多くは失われた」 
 （　　） of the money is lost.

○40
「たくさん［多数］の本」 
 （　　）（　　） 〔　〕 books / 
 （　　） 〔　〕 books
「たくさんの金［大金］」 

 （　　）（　　） 〔　〕 money / 
 （　　） 〔　〕 money

○41
「もっと多くの本がほしい」 
 I want （　　） books.
「もっと多くの金がほしい」 
 I want （　　） money.
「もっと多くのものが必要だ」 
 We need （　　）.

○42
「最も多くの［多数］の本」 the （　　） books
「その本のほとんどは古い」 
 （　　） of the books are old.
「最も多く［多額］の金」 
 the （　　） money
「その金のほとんどは失われた」 
 （　　） of the money is lost.

○43
「彼女はほとんど本を読まない」 
 She reads （　　） books.
「私は少し本を読む」 
 I read （　　）（　　） books.

○44
「彼女は少し金を持っている」 
 She has （　　）（　　） money.
「私はほとんど金がない」 
 I have （l　　） money. 
 ※誤植がありました。お詫びして訂正します。
「小さい本」 a （l　　） book

○45
「彼はまったく本を読まない」 
 He reads （　　） books.
「私はまったく金がない」 
 I have （　　） money.

○46
「それらの本はどれもおもしろくない」 
 （　　） of the books is/are interesting.
「お金はまったく残っていない」 
 （　　） of the money is left.

○47
「みんなが読むのに十分な数の本」 
 （　　） books for everyone to read
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■ 9 前置詞 ■ワークシート　Level 0

○79
「立ち去る」 go 〔　〕
「走り去る」 run 〔　〕

○80
「帰る，戻る」 come 〔　〕
「戻る，（過去に）さかのぼる」 go 〔　〕

■9 前置詞
○81
「東京に」 〔　〕 Tokyo
「6時に」 〔　〕 six o’clock
「昼食中に」 〔　〕 lunch

○82
「大阪に向けて」 〔　〕 Osaka
「あなたへのプレゼント」 a present 〔　〕 you
「10分間」 〔　〕 ten minutes
「計画に賛成です」 I’m 〔　〕 the plan.

○83
「北海道から」 〔　〕 Hokaido
「朝から」 〔　〕 morning
「東北出身です」 I’m 〔　〕 Tohoku
「東京から札幌まで」 〔　〕 Tokyo 〔　〕 Sapporo

○84
「京都へ」 〔　〕 Kyoto
「彼女への手紙」 a letter 〔　〕 her
「月曜から金曜まで」 〔　〕 Monday 〔　〕 Friday

○85
「ドアのほうへ」 〔　〕 the door
「両親への愛情」 her love 〔　〕 her parents
「夏の終わり近くに」 〔　〕 the end of summer

○86
「水の中に」 〔　〕 the water
「壁に（ぶつかる）」 〔　〕 the wall
「円をドルに換える」 change yen 〔　〕 dollars

○87
「東京と大阪の間［中間点］に」 
 〔　〕 Tokyo and Osaka
「2人の姉妹の間に」 〔　〕 my two sisters

○88
「若者の間で」 〔　〕 young people

「ブタペストは世界で最も美しい街の中の1つだ」 
   Budapest is 〔　〕 the most beautiful cities 

in the world.

○89
「テーブルの脚」 legs 〔　〕 a table
「クラブのメンバー」 a member 〔　〕 the club
「彼女の髪の色」 the color 〔　〕 her hair
「私の友だちの1人」 one 〔　〕 my friends
「歌手になるという夢」 
 the dream 〔　〕 becoming a singer
「木造の家」 a house made 〔　〕 wood

○90
「友だちと（一緒に）」 〔　〕 my friends
「ロングヘアーの少女」 a girl 〔　〕 long hair
「キーでドアを開ける」 
 open the door 〔　〕 a key 
「『はい』と，ほほえみながら彼女は言った」 
 “Yes,” she said 〔　〕 a smile.
「（彼女の）目を閉じて」 
 〔　〕 her eyes closed

○91
「食物なしで」 〔　〕 food
「教師なしで学ぶ」 learn 〔　〕 a teacher
「飲まず食わずで」 〔　〕 eating and drinking

○92
「風に逆らって」 〔　〕 the wind
「私はその計画に反対です」 I’m 〔　〕 the plan.
「病気と闘う」 fight 〔　〕 disease
「木に寄りかかって」 〔　〕 a tree
「富士山が青空を背景にして立っている」 
 Mt. Fuji stands 〔　〕 the blue sky.

「遅れてすみません」 
 I’m sorry I’m （　　）. 

○60
「私はすでにそれをした［すませた］」 
 I have （　　） done it.
「もうそれをしたのですか」 
 Have you （　　） done it?

○61
「（これまでに）それをしたことがありますか」 
 Have you （　　） done it?
「彼女はいままでよりずっと良くプレーした［これ
までで最高だった］」 
 She played better than （　　） before.

○62
「まだそれをしてない」 
 I have not done it （　　）.
「もうそれをしましたか」 
 Have you done it （　　）?

■7 場所を表す副詞
○63
「あすそこへ行くつもりだ」 
 I will go （　　） tomorrow. 
「今日世界には195の国がある」 
 （　　） are 195 countries in the world 
today.

○64
「こっちに来てくれる？」 
 Can you come （　　）, please?
「あなたへのプレセントです」 
 （　　） is a present for you.

■8 前置詞・副詞
○65
「部屋の中に」 〔　〕 the room
「10分以内に」 〔　〕 ten minutes
「どうぞお入りください」 Please come 〔　〕.

○66
「部屋から（外へ）出る」 go 〔　〕〔　〕 the room
「食事に外に出かける」 go 〔　〕〔　〕 dinner
「明かりを消す」  put 〔　〕 the light

○67

「壁にかかって」 〔　〕 the wall
「日曜日に」 〔　〕 Sunday
「時間［予定］通りに」 〔　〕 time
「電車に乗る」 get 〔　〕 the train

○68
「電車から降りる」 get 〔　〕 the train
「服を脱ぐ」 take 〔　〕 my clothes

○69
「階段を上がる」 go 〔　〕 the stairs
「起きる」 get 〔　〕

○70
「階段を下りる」 go 〔　〕 the stairs
「座る」 sit 〔　〕

○71
「川の上に，川を越えて］ 〔　〕 the river
「フェンスをとび越える」 jump 〔　〕 the fence

○72
「机の下に」 〔　〕 the desk
「5歳未満の子供」 children 〔　〕 five

○73
「世界中に［を］」 〔　〕 the world
「テーブルの周りに」 〔　〕 the table

○74
「家族について話す」 talk 〔　〕 my family
「6時ごろ」 〔　〕 six o’clock

○75
「タクシーで」 〔　〕 taxi
「窓のそばに」 〔　〕 the window
「次の月曜日までに」 〔　〕 next Monday
「時間決めで」 〔　〕 the hour

○76
「窓を通り抜けて［通して］」 〔　〕 the window
「冬を通して」 〔　〕 the winter

○77
「川に沿って歩く」 walk 〔　〕 the river

○78
「川を横切って［向こう側に］」 〔　〕 the river
「国中［全国］に［で］」 〔　〕 the country

Ⓒ KAGENSHA


