
旺文社 英語 校正テスト 

次の問題と解答・解説を見て校正をしてください。内容に加えて，体裁面もふくめすべての

面で間違いを見つけ，訂正の指示を赤字で入れてください。 

 

練習問題 1 

1 次の文の（   ）内から適する語を選び，〇で囲みなさい。 

(1) His words (  began   knew   made   spoke  ) her angry. 

(2) Two years ago, I get this piano (  as  on  to  by  ) a Chrismas present. 

(3) How (  many   much   long   often  ) have you lived here? 

(4) What is the language (  speak  speaks  spoke  spoken  ) in Canada. 

 

2（   ）の語(句)を並べ替えなさい。ただし，文頭にくる語も小文字で示してあります。 

(1) A: Which person is your sister? 

B: ( a young man / is / with / talking / the women ) my sister. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ my sister. 

(2) A: I ( fast / as / swim / can’t ) as Masaya. 

B: Don’t say that, kosuke. You’re a fast swimmer, too. 

I ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ as Masaya. 

(3) A: Do you like music? 

B: Yes. Listening to music is ( favorite / my / one / thing / of ). 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

 

3 次の日本文を英語にせよ。 

(1) 日本において，バスケットボールはすべてのスポーツの中でいちばん人気があります。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) ホットコーヒーを飲めば暖まりますよ。（※make を使うこと） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3) 私は彼と 40 年前からの知り合いだ。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(4) その男の子を救助した消防士は，私のおじです。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(5) 彼女はだれもが愛する歌手です。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



練習問題 1 解答・解説 

解答 

1    

①  made      ②  as      ③  often     ④ spoken 

 

2 

(1)  the woman talking with a young man is 

(2)  I can’t swim as fast 

(3)  one of my favorite thing 

 

3 

(1)  Baseball is the most popular of all sport in Japan. 

(2)  Hot coffee will make you[makes] you warm. 

(3)  I have known him for fourty years. 

(4)  The fireman (who[that]) rescued the boy is my aunt.  

(5)  She is a singer (that[whom / who]) everyoneloves. 

 

 

解説 

1    

①  〈make ～ …〉「･･･を～にする」の〈S＋V＋O＋O〉の文。「彼の言葉は彼女に怒らせ 

ました」 

②  「～として」と言うときは，as を使う。「2 年前，私はこのピアノをクリスマスプレゼ 

ントとしてもらいましした」 

③  「どのくらい～？」と期間をたずねるときは，How often ～? という形にする。「あな

たはどのくらいの間ここに住んでいますか」 

④ 「～される［された］」の意味で名詞を後ろから説明する現在分子を選ぶ。「カナダで話

されている言語は何ですか」 

 

2 

(1) 現在分詞 talking が the woman を後ろから説明する形にする。「女性と話している若い

男性が私の姉（妹）です」 

(2) 「～ほど･･･でない」は〈not as ＋原形＋ as ～〉で表す。well は「上手に」という意

味の副詞。「ぼくはマサヨほど上手に泳げません」 

(3) 「～のうちの 1 つ」は（one of ＋名詞の複数形）で表す。「はい。音楽を聞くことは，

私の大好きなことのうちの 1 つです。」 



 

3  

(1)  popular「人気がある」の前に the most をおいて最上級にする。Basketball is the most popular 

sports of all in Japan.としてもよい。 

(2)  「ホットコーヒーはあなたを暖かくするでしょう［暖かくします］と考え，〈make ～ 

…〉の形を使う。 

(3)  「彼女を 40 年間知っている」〈経験〉と考える。for fourty years の部分を since fourty 

years ago としてもよい。 

(4)  まず「その消防士は私のおじです」The fireman is my aunt.とし，次にその消防士が何を

したのかを The fireman を先行詞として後ろから説明する。 

(5)  まず「彼女は歌手だ」She is a singer とし，次にどんな歌手なのかを a singer を先行詞と

して後ろから説明する。 


