
C英語Ⅱ 臨時休業中 課題 

４月６日～  Unit 137～156 

年   組   番   名前             得点      点 

 
1. 空所に入る英語を書きなさい。 

(1) 私たちにとって年配の人たちを敬うことは大切だ。 

It is important for us to respect (        ) people. 

(1)       elderly         [1548] 

(2) 壁にこのポスターをはりつけてくれますか。 

Can you (        ) this poster on the wall? 

(2)        stick          [1377] 

(3) 彼女のマジックショーは2時間続いた。 

Her magic show (        ) for two hours. 

(3)        lasted         [1417] 

(4) その船は大西洋を横断してフランスまで航海する。 

The ship (        ) across the Atlantic Ocean to France. 

(4)        sails          [1478] 

(5) その英語の先生は授業中，冗談を言うのが好きだ。 

The English teacher likes to tell (        ) during class. 

(5)        jokes          [1401] 

(6) 雲のすき間から日がさしていた。 

The sun was shining through a (        ) in the clouds. 

(6)         gap           [1460] 

(7) 地価は場所によって異なる。 

Land prices (        ) from place to place. 

(7)         vary          [1438] 

(8) 私は来週までにフランス革命についてのレポートを書かなければならない。 

I must write an (        ) on the French Revolution by next week. 

(8)        essay          [1398] 

(9) 私の彼女との友情は子ども時代に始まった。 

My (        ) with her began in our childhood. 

(9)      friendship       [1449] 

(10) その若者が毎朝，私たちに新聞を配達している。 

The young man (        ) newspapers to us every morning. 

(10)       delivers        [1555] 

(11) 私の父は以前より高い税金を払っている。 

My father pays higher (        ) than before. 

(11)        taxes          [1526] 

(12) 私たちはその会議の議長を選挙で選んだ。 

We chose the chair of the meeting by (        ). 

(12)       election        [1561] 

(13) 彼らはその製作費が1億円を超えると見積もっている。 

They (        ) that the production costs will be over 100 million yen. 

(13)       estimate        [1512] 

(14) 彼はその試験の結果に満足していなかった。 

He was not (        ) with the result of the exam. 

(14)      satisfied        [1508] 



(15) 私たちといっしょに働く気があるなら7時にここに来なさい。 

Come here at seven if you are (        ) to work with us. 

(15)       willing         [1384] 

(16) 父は(彼の)若いころ神戸に住んでいた。 

My father lived in Kobe in his (        ). 

(16)        youth          [1482] 

(17) その国は深刻な経済問題から回復した。 

The country recovered from (        ) economic problems. 

(17)        severe         [1546] 

(18) そのロックグループは5人のメンバーから成っている。 

The rock group (        ) of five members. 

(18)       consists        [1416] 

(19) 福沢諭吉は1858年に慶応大学を設立した。 

Fukuzawa Yukichi (        ) Keio University in 1858. 

(19)     established       [1471] 

(20) メアリーは事務所に行くために車のエンジンをかけた。 

Mary started her car (        ) to go to the office. 

(20)        engine         [1500] 

 

2. 空所に入る英語を番号で答えなさい。 

(21) その船は太平洋の底に沈んだ。 

The ship (        ) to the bottom of the Pacific Ocean. 

①lasted  ②sank  ③reacted  ④blew 

(21)    ②      [1474] 

(22) 私たちは午前10時に開会式を行う予定です。 

We are going to hold the opening (        ) at 10 a.m. 

①snack  ②shame  ③ceremony  ④mystery 

(22)    ③      [1563] 

(23) アンディーは南米へ長い旅行に出かけた。 

Andy went on a long (        ) to South America. 

①vote  ②guide  ③title  ④journey 

(23)    ④      [1392] 

(24) その日本語の物語を英語に翻訳したのはだれですか。 

Who (        ) the Japanese story into English? 

①proposed  ②translated  ③estimated  ④puzzled 

(24)    ②      [1516] 

(25) 母は寝る前にすべてのドアにかぎをかけた。 

My mother (        ) every door before going to bed. 

①presented  ②launched  ③locked  ④trained 

(25)    ③      [1415] 

(26) 私たちはその問題を合法的な手段で解決するつもりだ。 

We are going to solve the problem by (        ) means. 

①loud  ②crowded  ③legal  ④domestic 

(26)    ③      [1464] 

(27) それぞれの政治家は公共の福祉のために働くべきである。 

Each politician should work for public (        ). 

①welfare  ②literature  ③scene  ④trick 

(27)    ①      [1535] 

(28) その企業は今，完全に新しいソフトウェアを構築している。 

The company is now creating a (        ) new software. 

①rarely  ②slightly  ③mostly  ④totally 

(28)    ④      [1426] 



(29) 警察は彼がその事件に何か関係があるだろうと思っている。 

The police (        ) that he has something to do with the case. 

①praise  ②shake  ③advise  ④suspect 

(29)    ④      [1558] 

(30) 私は彼女にまた会えてとてもうれしかった。 

I was very (        ) to meet her again. 

①satisfied  ②sensitive  ③pleased  ④excellent 

(30)    ③      [1507] 

(31) 彼らは次々にその小川を渡った。 

They crossed the (        ) one after another. 

①frame  ②stream  ③metal  ④religion 

(31)    ②      [1491] 

(32) 解答は各ページの一番下にあります。 

The answers are at the (        ) of each page. 

①harm  ②bottom  ③board  ④director 

(32)    ②      [1455] 

(33) 報道機関は大統領との公式会見を要請した。 

The press (        ) an official interview with the president. 

①stole  ②requested  ③denied  ④tore 

(33)    ②      [1475] 

(34) 桜の木の枝を折ってはいけません。 

Don't break the (        ) from the cherry trees. 

①plates  ②ceremonies  ③elections  ④branches 

(34)    ④      [1569] 

(35) 私たちはみんなその隣人からの絶え間ない騒音に怒っている。 

All of us are angry about the (        ) noise from the neighbor. 

①empty  ②constant  ③proud  ④southern 

(35)    ②      [1387] 

(36) 母親は息子に絵を描くための1枚の紙を渡した。 

The mother gave her son a (        ) of paper for drawing. 

①vote  ②guide  ③custom  ④sheet 

(36)    ④      [1394] 

(37) 1年生は最前列に座っていた。 

First-year students were sitting in the front (        ). 

①row  ②host  ③poison  ④violence 

(37)    ①      [1402] 

(38) 政府は私たちにその病気の危険性を警告した。 

The government (        ) us of the danger of the disease. 

①disliked  ②warned  ③lifted  ④blamed 

(38)    ②      [1520] 

(39) 彼らはその当時陸軍にいた。 

They were in the (        ) at that time. 

①enemy  ②soldier  ③personality  ④army 

(39)    ④      [1525] 

(40) その教授はアフリカ文化について数回の講義をした。 

The professor gave several (        ) on African culture. 

①cells  ②circumstances  ③lectures  ④coaches 

(40)    ③      [1484] 

 


