
【新二年生用】第1章　文の種類 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) "(　　) painted this picture?"  "My father did."

「だれがこの絵を描いたのですか。」「私の父です。」  　　　　　　　(1) 

(2) "(　　) (　　) (　　) the piano?"  "No, I can't."

「ピアノをひくことができますか。」「いいえ，できません。」  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) My sister (　　) swim very fast.

私の姉はそれほど速く泳ぐことができません。  　　　　　　　(3) 

(4) My sister (　　) a college student.

私の姉は大学生です。  　　　　　　　(4) 

(5) My sister (　　) an office worker.

私の姉は会社員ではありません。  　　　　　　　(5) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(6) Pass me the salt, (　　)?

塩をとってくれませんか。

①will you    ②shall you    ③do you    ④will I     　　　　　　　(6) 

(7) We (　　) go to school on Sundays.

私たちは日曜日は学校に行きません。

①not    ②aren't    ③is not    ④don't     　　　　　　　(7) 

(8) "(　　) are you doing?"  "I'm waiting for Mike."

「何をしてるの？」「マイクを待っているんだ。」

①How    ②When    ③What    ④Who     　　　　　　　(8) 

(9) "(　　) will he come home?"  "I don't know."

「いつ彼は帰ってくるんだい？」「わからないな。」

①Where    ②When    ③What    ④Who     　　　　　　　(9) 

(10) My brother (　　) very fast.

私の兄はとても速く泳ぐことができます。

①could swam    ②able to swim    ③can swim    ④can swims     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) 私たちは土曜日も学校に行きます。

We ( even / Saturdays / to / go / school / on ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) これはなんて美しい石なんでしょう！

( stone / a / is / what / beautiful / this )!

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) ドアを開けてください。

( door, / the / please / open ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) あなたはなんて親切なんでしょう！

( kind / how / are / you )!
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 「いつその事故のことを聞いたの？」「今朝よ。」

"( hear / the accident / did / when / about / you )?"  "This morning."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第1章　文の種類 総合英語Evergreen

(1) Who [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(2) Can you play [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(3) can't[cannot] [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(4) is [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(5) isn't [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(6) ① [Part 3　疑問文・命令文の応用形〈Target例文〉]

(7) ④ [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(9) ② [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(10) ③ [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(11) We go to school even on Saturdays . [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(12) What a beautiful stone this is ! [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(13) Open the door, please . [Part 3　疑問文・命令文の応用形〈Target例文〉]

(14) How kind you are ! [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]

(15) "When did you hear about the accident ?"  "This morning." [Part 2　基本的な文の形〈Target例文〉]


