
【新二年生用】第13章　疑問詞と疑問文 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) "(　　) did he come to the party (　　)?"  "With Cathy."

「彼はだれといっしょにパーティーに来ましたか。」「キャシーとです。」  　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) "She never listens, (　　) (　　)?"  "No, she never does."

「彼女ってまったく人の話を聞かないよね。」「ああ，まったくだ。」  　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) "Do you know (　　) that light is?"  "No, I don't."

「あの光が何か知っていますか。」「いいえ，知りません。」  　　　　　　　(3) 

(4) "(　　) kind of movies do you like?"  "I like action movies."

「どんな映画が好き？」「アクション映画が好きよ。」  　　　　　　　(4) 

(5) "(　　) was your meal?"  "It was very good."

「食事はどうでしたか。」「とてもおいしかったです。」  　　　　　　　(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) "(　　) that light is?"  "I think it's a fishing boat."

「あの光は何だと思いますか。」「釣り船だと思うわ。」

①Do you think what    ②What do you think    ③How do you think    ④What is thought     　　　　　　　(6) 

(7) What is the food in Spain (　　)?

スペインの料理ってどのようなものですか。

①like    ②for    ③on    ④look     　　　　　　　(7) 

(8) "(　　) a lovely day?"  "Yes, it is."

「すてきな日じゃない？」「うん，すてきな日だね。」

①Isn't it    ②Wasn't it    ③Doesn't it    ④What about     　　　　　　　(8) 

(9) (　　) him your telephone number?

彼にあなたの電話番号を教えました？

①Did gave    ②To have told    ③Telling    ④You gave     　　　　　　　(9) 

(10) "Do you mind if I open the window?"  "No, (　　)."

「窓を開けてもいいかな。」「どうぞ。」

①not at all    ②I do mind    ③if I don't mind    ④you can't     　　　　　　　(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) 「今日はとっても暑いよね。」「うん，暑いね。」

"( it / hot / today, / it's / isn't / very )?"  "Yes, it is."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) これ以上簡単なものが何かあるかい。→これが一番簡単だよ。

( could / this / than / be / what / simpler )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 「泳げないの？」「うん，泳げないんだ。」

"( swim / can't / you )?"  "No, I can't."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 「コンサートはいつ始まりますか。」「7時です。」

"( begin / does / concert / when / the )?"  "At seven."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 「テーブルの上にカギがあるよ。だれの？」「デイビッドのだよ。」

"There's a key on the table.  ( it / whose / is )?"  "It's David's."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第13章　疑問詞と疑問文 総合英語Evergreen

(1) Who，with [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(2) does she [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(3) what [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(4) What [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(5) How [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(7) ① [Part 3-2　疑問文の慣用表現〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-2　疑問文のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(11) "It's very hot today, isn't it ?"  "Yes, it is." [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(12) What could be simpler than this ? [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈Target例文〉]

(13) "Can't you swim?"  "No, I can't." [Part 2-2　疑問文のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(14) "When does the concert begin ?"  "At seven." [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(15) "There's a key on the table.  Whose is it ?"  "It's David's." [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]


