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名

・クラス・

�

得　　点

／100

	１  Because of the heavy traffic jam, no one was able to show up for the conference 

on time.
 

 

	２  The refrigerator has enabled us to keep meat, fish, vegetables, and many other 

food fresh for a long period.
 

 

	３  It would not be interfering for a father to ask his son if he was happy with his life.

interfere　干渉する

 

 

	４  It is important that children should feel themselves equally loved, and especially 

by both parents.
 

 

	５  The trouble is that, once children get used to playing the video game, they 

gradually come to play it more and more.
 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

ひどい交通渋滞のために，だれもその会議に時間どおりに姿を見せることができなかった。

冷蔵庫のおかげで私たちは肉，魚，野菜その他の多くの食べ物の鮮度を長期間保てるように

なった。

父親が息子に自分の生活に満足しているかどうかをたずねることは干渉することにはならな

いだろう。

子どもたちが，特に両親により自分たちは等しく愛されていると感じるということが大切だ。

困ったことに，子どもたちは一度そのテレビゲームで遊ぶことに慣れてしまうと，次第にもっ

と多くそれで遊ぶようになるのです。
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	１  I finally arrived at my destination.  But after a big storm had hit the village, no 

one was to be seen there.

destination　目的地

 

 

	２  I think you shouldn’t advise others how to act unless you know them as well as 

you know yourself.
 

 

	３  The clerk at the bookstore was so kind as to arrange for the book to be sent to 

me.

arrange for ～ to ...　～が…するように手配する

 

 

	４  I saw a big smile come to my mother’s face when she read the letter from my 

father.
 

 

	５  Although his conversation was not so interesting, Mary always made him feel 

that she liked him very much.  Unfortunately, she made every young man she 

talked to feel the same way.

conversation　会話，話

 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

注注

注注

私はとうとう目的地に到着した。しかし，大きな嵐がその村を襲った後で，そこにはだれも

見られなかった。

あなたがもし，自分自身と同じくらいよく他人を知っているのでなければ，他人に振るまい

方を忠告するべきではないと思う。

その書店の店員は親切にもその本が私に送られるように手配してくれた。

母が父からの手紙を読んだとき，大きな笑顔が母の顔に広がるのを見た。

彼の話はあまりおもしろくなかったが，メアリーはいつも彼に彼女が彼を大好きだと感じさ

せた。不運にも，彼女は彼女が話すどの若い男性にも同じように感じさせた。
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	１  I bet Tom on the baseball game and I lost the bet.  I had to pay him 50 dollars I’d 

been saving for my new shoes.

bet　賭けをする（過去形も同），賭け

 

 

	２  A well-balanced diet is essential for good health.  It contains all the substances 

without which our bodies would not function properly.

diet　食事　　essential　不可欠な　　substance　物質　　function　機能する

 

 

	３  A Seeing Eye dog doesn’t always do what its master says.  Sometimes it will have 

to decide whether it should obey its master or not.

Seeing Eye dog　盲導犬　　obey　服従する

 

 

	４  Most people don’t like restaurants where people smoke, parks where people play 

loud music, and pools which are too crowded.
 

 

	５  I attended a wedding reception of my friend last Sunday.  There was a very 

old man with white hair at the party, who turned out later to be a world-famous 

scientist and a grandfather of my friend’s.

wedding reception　結婚披露宴

 

 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

注注

注注

注注

私はトムと野球の試合で賭けをして，賭けに負けた。新しい靴を買うために貯めていた50

ドルを彼に払わなければならなかった。

バランスのとれた食事はよい健康に不可欠なものだ。それにはそれらなくしては身体がうま

く機能しない，あらゆる物質が含まれている。

盲導犬はいつも主人が言うことをするというわけではない。ときには，主人に従うべきかど

うかを決めなければならないこともあるだろう。

たいていの人は，喫煙する人々がいるレストラン，大音量で音楽を演奏する人々がいる公園，

そして混雑しすぎているプールが好きではない。

私はこの前の日曜日に友人の結婚披露宴に出席した。パーティーには白髪のとても年取った

男性がいたが，その人は，世界的に有名な科学者であり，私の友人のおじいさんであるという

ことが後でわかった。
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	１  I think how monotonous nature would be, if we had a spring-like weather all the 

year round.

monotonous　単調な　　spring-like　春のような

 

 

	２  If my grandfather had not been suddenly taken ill, we could have taken the trip 

to England last month.
 

 

	３  Had I been able to speak English better 10 years ago, I could have enjoyed 

staying in the country much more.
 

 

	４  Have you ever wished you could go on a trip into space with astronauts?  Well, all 

of us really are on a spaceship―the earth itself.
 

 

	５  A man of sense would not have acted in such a way.  I am thinking to myself that 

I ought to have known better.

sense　常識　　know better　もっと分別がある

 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

注注

もし一年中春のような気候ならば，自然はなんと単調なものになるだろうと思う。

もしおじいさんが突然病気になっていなければ，私たちは先月イングランドに旅行に行けた

のに。

10年前，もし私が英語をもっとじょうずに話せていたら，その国の滞在をもっと楽しめた

のに。

宇宙飛行士といっしょに宇宙に旅をしに出かけられたらいいなあと思ったことがあります

か。ええと，私たちはみな実際に宇宙船－地球そのもの－に乗っているのです。

常識のある人間ならそのようには振るまわなかっただろう。私はもっと分別を持つべきだっ

たとひそかに思っている。
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	１  Deciding that it would be hopeless to carry out a search in the dense fog, the 

rescue party put off their start.

dense fog　濃霧　　rescue party　救助隊

 

 

	２  I have a friend who is a mountain climber.  He always says that the more 

dangerous a mountain is, the more he wishes to conquer it. 

conquer　征服する

 

 

	３  Last summer we had very little rain.  It was so dry and the water in the lake was 

so low that I decided not to wash the car.  I cared about the water shortage.

care about ～　～を気にかける　　water shortage　水不足

 

 

	４  Once kings employed people to send them private letters with news from various 

places so that they might be aware of enemies both at home and abroad.

employ　雇う　　be aware of enemies　敵に気づく

 

 

	５  We can find mosquitoes everywhere.  No matter who you are or where you from, 

one thing is certain.  You are acquainted with the mosquito.

mosquito　蚊　　be acquainted with ～　～をよく知っている

 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

注注

注注

注注

注注

濃霧の中で捜索を遂行しても望みがないと判断して，救助隊は出発を延期した。

私には登山家の友人がいる。彼はいつも，山が危険であればあるほど，なおそれを征服する

ことを願うと言っている。

昨年の夏はとても雨が少なかった。とても乾燥していて，湖の水位もとても低かったので，

私は洗車しないことに決めた。私は水不足を気にかけたのだ。

かつて王たちは，国の内外の敵に気づけるように，各地から情報を書いた私信を彼らに送っ

てくれる人を雇っていた。

蚊はどこでも見つかります。あなたがたとえだれであれ，またどこの出身であれ，確かなこ

とが１つあります。あなたは蚊をよく知っています。
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	１  Your brother made a big mistake.  He should not have lent her such a large 

amount of money.
 

 

	２  We were enjoying sailing the yacht.  Suddenly a storm hit us, and our yacht had 

the sail broken by the strong wind.  

sail　帆走させる，帆　　yacht　ヨット　　  

 

 

	３  Mr. and Mrs. Okada are still proud of their daughter having entered a famous 

university on a scholarship.

on a scholarship　奨学金を支給されて

 

 

	４  Just because your mother or sister is not so good at driving, it doesn’t mean all 

women are bad drivers.
 

 

	５  Of course you have to join the game today.  It is you who are expected to lead 

our team to win the game.
 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5
W－①－1

注注

注注

あなたのお兄さんは大きな間違いをしました。彼は彼女にそんなに多額のお金を貸すべきで

はありませんでした。

私たちはヨットに乗って楽しんでいた。突然嵐が私たちを襲い，ヨットは強風に帆を破壊さ

れた。

岡田夫妻は自分たちの娘が奨学金を支給されて有名な大学に入ったことを，いまだに自慢し

ている。

あなたのお母さんや姉妹が運転がそんなにうまくないからといって，すべての女性が運転が

へただということにはならない。

もちろんあなたは今日の試合に出なくてはならない。私たちのチームが試合に勝てるように

引っ張ることを期待されているのはあなたです。
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	１  Because of the heavy traffic jam, no one was able to show up for the conference 
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	２  The refrigerator has enabled us to keep meat, fish, vegetables, and many other 

food fresh for a long period.
 

 

	３  It would not be interfering for a father to ask his son if he was happy with his life.

interfere　干渉する

 

 

	４  It is important that children should feel themselves equally loved, and especially 

by both parents.
 

 

	５  The trouble is that, once children get used to playing the video game, they 

gradually come to play it more and more.
 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５
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冷蔵庫のおかげで私たちは肉，魚，野菜その他の多くの食べ物の鮮度を長期間保てるように

なった。

父親が息子に自分の生活に満足しているかどうかをたずねることは干渉することにはならな

いだろう。

子どもたちが，特に両親により自分たちは等しく愛されていると感じるということが大切だ。

困ったことに，子どもたちは一度そのテレビゲームで遊ぶことに慣れてしまうと，次第にもっ

と多くそれで遊ぶようになるのです。
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one was to be seen there.

destination　目的地

 

 

	２  I think you shouldn’t advise others how to act unless you know them as well as 

you know yourself.
 

 

	３  The clerk at the bookstore was so kind as to arrange for the book to be sent to 

me.

arrange for ～ to ...　～が…するように手配する

 

 

	４  I saw a big smile come to my mother’s face when she read the letter from my 
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	５  Although his conversation was not so interesting, Mary always made him feel 

that she liked him very much.  Unfortunately, she made every young man she 

talked to feel the same way.

conversation　会話，話
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注注

注注

注注

私はとうとう目的地に到着した。しかし，大きな嵐がその村を襲った後で，そこにはだれも

見られなかった。

あなたがもし，自分自身と同じくらいよく他人を知っているのでなければ，他人に振るまい
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S高校英文解釈�確認テスト 氏　

名

・クラス・

�

得　　点

／100

	１  I bet Tom on the baseball game and I lost the bet.  I had to pay him 50 dollars I’d 
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	１  Deciding that it would be hopeless to carry out a search in the dense fog, the 

rescue party put off their start.

dense fog　濃霧　　rescue party　救助隊

 

 

	２  I have a friend who is a mountain climber.  He always says that the more 

dangerous a mountain is, the more he wishes to conquer it. 

conquer　征服する
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so low that I decided not to wash the car.  I cared about the water shortage.
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	４  Once kings employed people to send them private letters with news from various 
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employ　雇う　　be aware of enemies　敵に気づく

 

 

	５  We can find mosquitoes everywhere.  No matter who you are or where you from, 

one thing is certain.  You are acquainted with the mosquito.

mosquito　蚊　　be acquainted with ～　～をよく知っている

 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5

注注

注注

注注

注注

注注

濃霧の中で捜索を遂行しても望みがないと判断して，救助隊は出発を延期した。

私には登山家の友人がいる。彼はいつも，山が危険であればあるほど，なおそれを征服する

ことを願うと言っている。

昨年の夏はとても雨が少なかった。とても乾燥していて，湖の水位もとても低かったので，

私は洗車しないことに決めた。私は水不足を気にかけたのだ。

かつて王たちは，国の内外の敵に気づけるように，各地から情報を書いた私信を彼らに送っ

てくれる人を雇っていた。

蚊はどこでも見つかります。あなたがたとえだれであれ，またどこの出身であれ，確かなこ

とが１つあります。あなたは蚊をよく知っています。
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	１  Your brother made a big mistake.  He should not have lent her such a large 

amount of money.
 

 

	２  We were enjoying sailing the yacht.  Suddenly a storm hit us, and our yacht had 

the sail broken by the strong wind.  

sail　帆走させる，帆　　yacht　ヨット　　  

 

 

	３  Mr. and Mrs. Okada are still proud of their daughter having entered a famous 

university on a scholarship.

on a scholarship　奨学金を支給されて

 

 

	４  Just because your mother or sister is not so good at driving, it doesn’t mean all 

women are bad drivers.
 

 

	５  Of course you have to join the game today.  It is you who are expected to lead 

our team to win the game.
 

 

１ . ２ . ３ . ４ . ５

各20点×5
W－①－1

注注

注注

あなたのお兄さんは大きな間違いをしました。彼は彼女にそんなに多額のお金を貸すべきで

はありませんでした。

私たちはヨットに乗って楽しんでいた。突然嵐が私たちを襲い，ヨットは強風に帆を破壊さ

れた。

岡田夫妻は自分たちの娘が奨学金を支給されて有名な大学に入ったことを，いまだに自慢し

ている。

あなたのお母さんや姉妹が運転がそんなにうまくないからといって，すべての女性が運転が

へただということにはならない。

もちろんあなたは今日の試合に出なくてはならない。私たちのチームが試合に勝てるように

引っ張ることを期待されているのはあなたです。


