
【新二年生用】第6章　態 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) This song (　　) (　　) (　　) by a lot of singers.

この歌はたくさんの歌手によって歌われてきた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) (　　) (　　) (　　) (　　) his mother is an actress.

彼のお母さんは女優だと言われています。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) The street lights (　　) (　　) (　　) at sunset.

街灯は日没時に点灯された。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) She (　　) (　　) (　　) the news.

彼女はその知らせにショックを受けた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) This temple (　　) (　　) about 500 years ago.

この寺は約500年前に建てられた。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) The top of the mountain (　　) snow.

その山の頂上は雪で覆われている。

①is covered of    ②is covered by    ③is covered with    ④is covering     　　　　　　　(6) 

(7) His name (　　) on the list.

彼の名前はそのリストにのっていなかった。

①was not founded    ②did not find    ③did not found    ④was not found     　　　　　　　(7) 

(8) The book (　　) from the library.

その本は図書館から借りることができる。

①can be borrowed    ②will be borrowed    ③can lend    ④can borrowing     　　　　　　　(8) 

(9) (　　) this bag made in Italy?

このかばんはイタリア製ですか。

①Does    ②Was    ③How    ④Can     　　　　　　　(9) 

(10) The stadium (　　) now.

その競技場は，現在建設中です。

①is being built    ②is building    ③is built being    ④being build     　　　　　　　(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) 彼のお母さんは女優だそうです。

( an actress / say / that / they / his / is / mother ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) その赤ちゃんは祖父によってカールと名づけられた。

( Carl / named / baby / by / the / was ) his grandfather.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) サッカーをしていた時に，私のメガネが壊れた。

( glasses / broken / while / I / my / got ) was playing soccer.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) そのドライバーはその事故で亡くなった。

( the driver / in / killed / the accident / was ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 街灯は点灯されていた。

( were / on / the street lights / switched ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第6章　態 総合英語Evergreen

(1) has been sung [Part 2-2　受動態のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(2) It is said that [Part 3-1　受動態のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(3) were switched on [Part 3-1　受動態のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(4) was shocked at [Part 3-2　注意すべき受動態の表現〈Target例文〉]

(5) was built [Part 2-1　受動態の基本形〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 3-2　注意すべき受動態の表現〈Target例文〉]

(7) ④ [Part 2-2　受動態のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-2　受動態のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(9) ② [Part 2-2　受動態のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-2　受動態のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(11) They say that his mother is an actress . [Part 3-1　受動態のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(12) The baby was named Carl by  his grandfather. [Part 2-3　語順に注意する受動態〈Target例文〉]

(13) My glasses got broken while I  was playing soccer. [Part 3-1　受動態のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(14) The driver was killed in the accident . [Part 3-2　注意すべき受動態の表現〈Target例文〉]

(15) The street lights were switched on . [Part 3-1　受動態のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]


