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基礎基礎基礎基礎単語力単語力単語力単語力チェックチェックチェックチェック Quiz     Answer Key 

 

01. I (a)[bought ] two (b)[bottles ] of wine. 

(a) 他動詞他動詞他動詞他動詞 buy ... （（（（…を買う）を買う）を買う）を買う） 

※過去形 bought（買った） 

 

(b) 名詞名詞名詞名詞 bottle （瓶）（瓶）（瓶）（瓶） 

※複数の数を示す数詞 two（２本の）の修飾を受けて、複数形 bottles が正解。 

※bottle of ...（…の瓶） 

 

02. The price was quite [reasonable ]. 

形容詞形容詞形容詞形容詞 reasonable （（（（[価格が価格が価格が価格が]手頃な）手頃な）手頃な）手頃な） 

※形容詞 cheap（[思っていたよりも]安い）は１点加算。 

※副詞 quite（比較的、割と） 

 

03. I don't (a)[want ] to think about the (b)[amount ] of work. 

(a) 他動詞他動詞他動詞他動詞 want ... （（（（…が欲しい）が欲しい）が欲しい）が欲しい） 

※want to＋動詞の原形（…したい） 

 

(b) 名詞名詞名詞名詞 amount （量）（量）（量）（量） 

※amount of ...（…の量・額） 

 

04. I never (a)[spend ] any money on (b)[myself ]. 

(a) 他動詞他動詞他動詞他動詞 spend ... （（（（[お金・時間お金・時間お金・時間お金・時間 ]…を費やす）を費やす）を費やす）を費やす） 

※spend ... on ~（～に…を費やす） 

 

(b) 代名詞代名詞代名詞代名詞 myself （自分自身）（自分自身）（自分自身）（自分自身） 

※「自分のこと」＝「自分自身」 

※-self（～自身） 

 

05. The app is [useful ] for finding ebooks. 

形容詞形容詞形容詞形容詞 useful （役に立つ）（役に立つ）（役に立つ）（役に立つ） 

※be useful for ...（…に役立つ） 
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06. (a)[How ] (b)[should ] I color my hair? 

(a) 疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 how （どのように）（どのように）（どのように）（どのように） 

※手段を尋ねる疑問詞。 

 

(b) 助動詞助動詞助動詞助動詞 should ＋動詞の原形（＋動詞の原形（＋動詞の原形（＋動詞の原形（…するべきだ）するべきだ）するべきだ）するべきだ） 

※How should I ...?（どのように…すればいいの？） 

※他動詞 color ...（…を染める） 

 

07. I can't [afford ] to pay your bills. 

他動詞他動詞他動詞他動詞 afford ... （（（（…の余裕がある）の余裕がある）の余裕がある）の余裕がある） 

※can't afford to＋動詞の原形（…できる余裕がない）。 

 

08. I went [upstairs ] to ask my mom for something. 

副詞副詞副詞副詞 upstairs （上の階へ・で、２階へ・で）（上の階へ・で、２階へ・で）（上の階へ・で、２階へ・で）（上の階へ・で、２階へ・で） 

※ask 人  for ...（[人 ]に…を[欲しいと]求める） 

 

09. We need some [flour ] and eggs. 

不可算名詞不可算名詞不可算名詞不可算名詞 flour （小麦粉）（小麦粉）（小麦粉）（小麦粉） 

※不可算名詞は複数形（名詞＋s）にできない。 

 

10. Is (a)[there ] (b)[anything ] I can do? 

(a) there is/are ... （（（（…がある、いる）がある、いる）がある、いる）がある、いる） 

※名詞の数に合わせて be 動詞の形（is/are）が決まります。anything は単数扱いで is。 

※副詞 there を用いた、聞き手にとって新しい存在情報を示す表現。 

 

(b) 代名詞代名詞代名詞代名詞 anything （（（（[疑問文で疑問文で疑問文で疑問文で]何か）何か）何か）何か） 

※肯定文 something（何か）が疑問文で anything に変化したもの。 

※I can do は anything の内容を説明する関係代名詞節。関係代名詞 that/which が省略されて

います。先行詞 anything (that/which) I can do（私がすることのできる何か） 

 

11. We don't have (a)[much ] time to (b)[talk ]. 

(a) 形容詞形容詞形容詞形容詞 much （（（（[否定文で否定文で否定文で否定文で]あまりあまりあまりあまり…ない）ない）ない）ない） 

※much は不可算名詞 time を修飾。many は可算名詞を修飾するため不適切。 

 

(b) 自動詞自動詞自動詞自動詞 talk （話す）（話す）（話す）（話す） 

※文法的には speak も可能ですが、今回のように対話を意識した場合は talk が自然。また speak

のほうがより堅い響きがあります。 
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12. Is (a)[it ] (b)[still ] raining? 

(a) 代名詞代名詞代名詞代名詞 it  

※天気を示す仮の主語の働きをし、日本語には訳出しません。 

 

(b) 副詞副詞副詞副詞 still （まだ）（まだ）（まだ）（まだ） 

※依然としてある状態が継続していることを示します。 

 

13. You made a [big ] mistake today. 

形容詞形容詞形容詞形容詞 big （（（（[程度が程度が程度が程度が]大きな）大きな）大きな）大きな） 

※「サイズ」の意味では large でも可能ですが、今回のような事態の深刻さや程度の大きさは big

が自然。 

※make a mistake（間違いを犯す） 

 

14. Ryota looks [just ] like his dad. 

副詞副詞副詞副詞 just （実に）（実に）（実に）（実に） 

※前置詞 like ~（～のような）を just が強調したもの。 

※look like ~（～のように見える） 

 

15. (a)[This ] genki drink will (b)[keep ] you awake. 

(a) 形容詞形容詞形容詞形容詞 this （この）（この）（この）（この） 

※名詞 genki drink を修飾。 

 

(b) 他動詞他動詞他動詞他動詞 keep ... （（（（…を保つ）を保つ）を保つ）を保つ） 

※keep O C（O[人 ]が～である状態に保つ） 

 

16. Hopefully he's got some (a)[nice/good ] (b)[furniture ]. 

(a) 形容詞形容詞形容詞形容詞 nice/good （素敵な）（素敵な）（素敵な）（素敵な） 

※雰囲気の良さは nice、材質の良さは good です。 

 

(b) 名詞名詞名詞名詞 furniture （家具）（家具）（家具）（家具） 

※不可算名詞であるため形容詞 some（いくらか、いくつか）で修飾されても複数形にはなりませ

ん。 
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【【【【配点配点配点配点】】】】     

各４点（１００点満点） 

※綴りミスは－１点（ただし、問題 08 の語尾の s 抜けは０点） 

 

【【【【評価評価評価評価】】】】 

評価  得点  参考コメント 

Very good ９０点以上  合格点。油断はできませんが、最低限のコミュニケーション

に必要な基礎単語力の素地は備わっているようです。様々

な英文に触れながら自然に必 要な語い力の強化を目指 し

ましょう。 

Good ８０点～８９点  合 格 圏 内 。発 信 力 としてこの得 点 は十 分 ではありません

が、積極的に単語力強化に励めば土台の構築はスムーズ

にいくでしょう。 

Average ７５点～７９点  要努力。コミュニケーションに必要な単語力が十分にあると

は言えないようです。間違えた問題の分析を行い、単語力

の強化も優先課題の１つとして努力してください。 

Below ７４点以下  力不足。コミュニケーションに必要な単語力が備わっていな

いようです。間違えた問 題の見直しを徹底分析 し、基本的

な単語力強化を最優先課題として集中的に努力してくださ

い。 

 

基礎語い力強化には、学習者向け英英辞典「ロングマン現代英英辞典」（桐原書店）が定義する

基本語リストを参考にしてください。 

 

The Longman Defining Vocabulary: 

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~rlavin/resources/wordlists/LDV.html 


