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第３文型・第４文型

練習問題 (3) 

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【１】 日本文の意味になるように英語の語句を並べ替えなさい。（文頭に来る語も小文字で示してあります） 
(1) 母は私たちにいくつかクッキーをくれた。 
   my  /  some  /  gave  /  mother  /  to  /  cookies  /  us  /  .  （1 語余分） 
(       My mother gave us some cookies.   ※余分な語：to                                ) 
   ★「1 語余分」という問題でなければ、My mother gave some cookies to us. となるよね( ^o^)φ 
(2) あなたの自転車を彼に貸してあげてください。 
   bike  /  your  /  lend  /  please  /  him  /  .  （1 語補って） 
(       Please lend your bike to him.   ※足りなかった語：to                               ) 
   ★「1 語補って」という問題でなければ、Please lend him your bike. となるよね(≧▽≦) 
(3) ワンさんはその生徒たちに数学を教えている。 
   the  /  math  /  to  /  teaches  /  Mr. Wang  /  for  /  students  /  .  （1 語余分） 
(       Mr. Wang teaches math to the students.   ※余分な語：for                         ) 
   ★動詞が teach だから for は使わないよね！ あとは残りの語をすべて使って組み立てよう♪ 
(4) ユキとエミに美しいドレスを作ってあげましょう。 
   make  /  beautiful  /  let’s  /  Yuki and Emi  /  dresses  /  .  （1 語補って） 
(       Let’s make beautiful dresses for Yuki and Emi.   ※足りなかった語：for              )  
   ★「1 語補って」という問題でなければ、Let’s make Yuki and Emi beautiful dresses. となるよね(^▽^)b 
【２】 次の各組の英文が同じ内容になるよう、（      ）に適切な語句を入れて書き換えなさい。 
(1)   He told me an interesting story yesterday.  
     He told (        an interesting story to me yesterday                              ).  
  和訳：彼は昨日、私に面白い話（物語）をしてくれた（話してくれた、教えてくれた）。 
(2)   Did they buy you these textbooks?  
     Did they buy (        these textbooks for you                                     )?  
  和訳：彼らはあなた（たち）（のため）にこれらの教科書を買ってくれましたか（買いましたか）？ 
(3)   Santa Claus will send a lot of presents to the children.  ※Santa Claus = サンタクロース 
     Santa Claus will send (        the children a lot of presents                        ).  
  和訳：サンタクロースは（その）子どもたちにたくさんのプレゼント（贈り物）を送るでしょう。 
【３】 次の日本文を英文に直しなさい。 
(1) あなたのノートを私に見せてください。（2 通り） 
(        Please show me your notebook.                                                 )  
(        Please show your notebook to me.                                               )  
       ※ Show ～, please. と please を文末に付けても OK（その場合はカンマを忘れずに）。 
(2) 私たちの祖母は彼らに夕食を作ってあげた。（2 通り） 
(        Our grandmother made them dinner.                                           ) 
(        Our grandmother made dinner for them.                                        )   
(3) 郵便局への道を教えていただけますか？ 
(        Could (Would) you tell me the way to the post office?                              )  
 ★ Could (Would) you tell me the way to ～？ という表現は、この形のまま、そっくりそのまま覚えておこう♪ 
(4) クラウンさん（Ms. Crown）は私たちに英語を教えてくれた。（適切な前置詞を用いて） 
(        Ms. Crown taught English to us.                                                )  
                         ↑前置詞 to を用いて書こう( ^o^)φ 


