
【新三年生用】第16 回［Section16　強調・倒置・挿入・省略］ 総合英語be 3rd Edition P476～P492

[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 一度も私は彼の話を疑わなかった。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) ぼくはきみの髪型が本当に好きなんだよ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 民主主義は，私が信じるに，国民の声であるべきだ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(4) (　　) (　　) (　　) (　　) that he would be the president.

彼が大統領になるなんて，私たちはまったく想像しなかった。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) (　　) (　　) (　　) until yesterday (　　) I noticed the sign.

昨日になってはじめて，私はその標識に気がついた。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) (　　) comes the sun.

太陽が出てきたよ。  　　　　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) そのホテルは，小さかったが，とてもきれいだった。

The hotel, ( though / very / small, / clean / was ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼は私に来ると言ったが，来なかった。

He told me ( he / didn't / that / would / but / he / come, ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 状況はまったく変わっていない。

( at / the / changed / all / hasn't / situation ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(10) 彼女はテストの点数について，全然気にしてない。

She is not (　　 ) (　　 ) (　　 ) worried about her test scores.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 姉は買い物に行きたくないし，私も行きたくない。

My sister doesn't want to go shopping, and (　　 ) (　　 ) (　　 ).

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(12) 私は新聞を読んではじめてその事件のことを知った。

( was / until / the newspaper / not / it / read / I ) that I knew about the incident.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｆ]  Λの部分に省略されている語句を補いなさい。

(13) I continued studying thoughΛtired.  　　　　　　　(13) 

[Ｇ] 下線部を文頭に出して，全文を書きかえなさい。

(14) My father did not say a word about my mistake.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) Many children were in the park.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) Never did I doubt his story. [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(2) I do like your haircut. [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(3) Democracy, I believe, should be the voice of the people. [16.3 挿入・省略〈Key Sentences〉]

(4) Little did we imagine [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(5) It was not，that [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(6) Here [16.2 倒置〈Key Sentences〉]

(7) The hotel, though small, was very clean . [16.3 挿入・省略〈Key Sentences〉]

(8) He told me that he would come, but he didn't . [16.3 挿入・省略〈Key Sentences〉]

(9) The situation hasn't changed at all . [16.1 強調〈Key Sentences〉]

(10) in the least [16.1 強調〈確認問題集〉]

(11) neither do I [16.2 倒置〈確認問題集〉]

(12) It was not until I read the newspaper that I knew about the incident. [16.1 強調〈確認問題集〉]

(13) I was [16.3 挿入・省略〈確認問題集〉]

(14) Not a word did my father say about my mistake. [16.2 倒置〈確認問題集〉]

(15) In the park were many children. [16.2 倒置〈確認問題集〉]


