
空所に適する語を選んで英文や対話文を完成させる問題。主に基本的な文法と語い・連語の知識が試さ

れる。きちんと対策すれば確実に得点アップにつながるところなので，しっかり練習しよう。

１ 同じ品詞の中から適語を選ぶ問題　次の文の（　）に適する語をア～エから１つずつ選び，記号で答えなさい。
□⑴　Mike will arrive in Japan （　　　） March 3.

　　ア　at　　イ　in　　ウ　on　　エ　for 〔　　　〕

□⑵　I forgot to bring my umbrella with me.  When I left home, it （　　　） raining.

　　ア　isn’t　　イ　wasn’t　　ウ　doesn’t　　エ　didn’t 〔　　　〕

□⑶　I don’t like math, but Ken likes （　　　） very much.

　　ア　it　　イ　me　　ウ　them　　エ　him 〔　　　〕

□⑷　Junko has not cleaned her room （　　　）.

　　ア　already　　イ　ever　　ウ　never　　エ　yet 〔　　　〕

２ 語形変化の中から適語を選ぶ問題　次の文の（　）に適するものをア～エから 1つずつ選び，記号で答えなさ
い。

□⑴　This is （　　　） sister Yoko.

　　ア　I　　イ　my　　ウ　me　　エ　mine 〔　　　〕

□⑵　It stopped （　　　） soon.

　　ア　rain　　イ　raining　　ウ　rains　　エ　to rain 〔　　　〕

□⑶　I am as （　　　） as my father.

　　ア　tall　　イ　taller　　ウ　tallest　　エ　the tallest 〔　　　〕

□⑷　Kana will （　　　） fifteen years old next month.

　　ア　am　　イ　been　　ウ　was　　エ　be 〔　　　〕

□⑸　Do you know those boys （　　　） in the park?

　　ア　run　　イ　runs　　ウ　running　　エ　ran 〔　　　〕

３ 適語を選ぶ問題　次の文の（　）に適する語をア～エから 1つずつ選び，記号で答えなさい。
□⑴　Mr. Yoshino is （　　　） Osaka, so he sometimes speaks in an Osaka ＊accent.

　　ア　from　　イ　lived　　ウ　like　　エ　visit 〔注〕　accent　なまり　〔　　　〕

□⑵　I have a friend （　　　） lives in Sapporo.

　　ア　who　　イ　usually　　ウ　only　　エ　which 〔　　　〕

□⑶　There’s （　　　） interesting in today’s newspaper.

　　ア　any　　イ　no　　ウ　one　　エ　nothing 〔　　　〕

1 各文の空所に適する語を選ぶ問題
KEY

１は同じ品詞の中から，２は語形変化の中から，各文に適する語を選ぶ問題。それぞれ英文の意味や文法が成り立つ
かどうかを考えながら，自然な英文の形を押さえていこう。３は１，２の応用で，様々な単語の中から文に適する語
を選ぶ問題。

  問題を
とく前に！

適語選択11
※この講座はチェック欄□つき。できるまでくり返そう！
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9 適する語や文を補って英文を完成させる問題　次の英文は，アメリカからの留学生のマイケルが，英語の授
業で発表したスピーチです。英文を読んで，あとの問いに答えなさい。
　What do you like to do in your free time?  I like reading books very much.  I think we can get 

a lot from books.  I usually read books （　①　） more than two hours almost every day.

　I like ＊The Adventures of Tom Sawyer the best.  It’s a story about a boy who did exciting 

things with his friends.  I’ve read this book many times because it really （　②　） me happy.

　To learn about Japanese books is one thing that I want to do in Japan.  What’s your favorite 

book?  When did you read it?  （　③　） 〔注〕　The Adventures of Tom Sawyer　『トム・ソーヤーの冒険』

　問 1　（　①　），（　②　）に最も適するものをア～エから 1つずつ選び，記号で答えなさい。
　　　①　ア　at イ　to ウ　for エ　over 〔　　　〕

　　　②　ア　makes イ　helps ウ　gives エ　has 〔　　　〕

　問 2　（　③　）に本文に合う英文を補うとき，最も適するものをア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。
　　　ア　I don’t think you have free time.

　　　イ　I’d like to talk about books with many people.

　　　ウ　It’s fun to talk about Japanese sports.

　　　エ　I want to enjoy traditional Japanese games with you. 〔　　　〕

　問 3　 次の英文は，マイケルのスピーチを聞いた生徒がマイケルにあてて書いた手紙の一部です。文中の
（　ⓐ　），（　ⓑ　）にそれぞれ適する語を本文中から 1語ずつ抜き出して書きなさい。

　　　You say that （　ⓐ　） tell us a lot of things.  I think so, too.  

　　　We can have a good （　ⓑ　） when we talk about Japanese and American books.

　　　ⓐ　　　　　　　　　　ⓑ　　　　　　　　

10 文を並べかえて英文を完成させる問題　次の英文中の  に，あとの①～④を入れると，意味の通る文章
が完成します。①～④の順序として適切なものをア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。
　A month ago, my friends and I gave a ＊surprise birthday party for our friend Jack.  I had to 

take Jack to the party at 6:00 on Tuesday evening without telling him about the party.　

　The party was wonderful.

　　〔注〕　surprise birthday party　びっくり誕生日会

①　At first, Jack wanted to wait in front of the house, but I told him to come in and meet my 

friend.

②　So, a week before the party, I said to Jack, “How about going to a movie on Tuesday night?”  

He answered, “Yes.”

③　When he walked into the house, he was surprised because his friends were waiting to give 

a birthday party for him.

④　On Tuesday evening, I went to Jack’s house by bike.  I told him that I had to stop at a 

friend’s house to get some things on our way.

　ア　①→③→②→④　　イ　①→④→②→③　　ウ　②→③→①→④　　エ　②→④→①→③　　〔　　　〕

5

3 英文を完成させる問題
KEY

読解文の中で英文を完成させる問題は，文脈を押さえながら空所に入るものを考えるのがポイント。空所の前後に気
をつけて，意味の通る語や文を補おう。文の並べかえでは，出来事がつながるように注意しよう。
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