
【新二年生用】第14章　否定 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) I had (　　) time to buy a present for her.

彼女へのプレゼントを買う時間はほとんどなかった。  　　　　　　　(1) 

(2) No animal can live (　　) (　　) danger.

何の危険もなしに生きていける動物などいない。  　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) He (　　) visits us (　　) bringing a gift.

彼が私たちのところに訪ねて来る時には，必ずおみやげを持ってきてくれる。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) There were (　　) children in the park.

公園には子どもが1人もいなかった。  　　　　　　　(4) 

(5) (　　) of the members attended the meeting.

会員の全員が会議に出席した。  　　　　　　　(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) "Will Jackie be late again?"  "(　　)."

「ジャッキーはまた遅刻するのかなあ？」「そうじゃないといいんだけど。」

①I'm afraid so    ②I don't wish so    ③I hope so not    ④I hope not     　　　　　　　(6) 

(7) (　　) students handed in the homework.

宿題を提出した生徒はほとんどいなかった。

①Hardly    ②Few    ③A few    ④Little     　　　　　　　(7) 

(8) Twenty thousand yen for a T-shirt is (　　) cheap!

Tシャツ1 枚に20,000円だなんて，とても安いとは言えないよ！

①but for    ②free of    ③nothing but    ④far from     　　　　　　　(8) 

(9) (　　) of the members attended the meeting.

会員の全員が会議に出席したというわけではなかった。

①Not all    ②No every    ③Little    ④None     　　　　　　　(9) 

(10) Babies (　　) cry.

赤ん坊というものは泣いてばかりいるものだ。

①don't hardly    ②do nothing but    ③do anything but    ④cannot help but to     　　　　　　　(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) イングランドがワールドカップで優勝することはめったになかった。

( seldom / England / the World Cup / has / won ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 家を建てるということは，決して簡単なことではない。

( a house / no / building / task / is / simple ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) その歌を聴くと，私は泣かずにはいられない。

( help / I / crying / cannot ) when I hear that song.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 彼の話は決して退屈ではなかった。

( anything / story / boring / was / his / but ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 彼は決してうそはつかない人でしょう。

He would ( last / the / tell / to / be / a lie / person ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第14章　否定 総合英語Evergreen

(1) little [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(2) free from [Part 3-2　否定語を使わない否定表現〈Target例文〉]

(3) never，without [Part 2-2　部分否定・二重否定〈Target例文〉]

(4) no [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(5) All [Part 2-2　部分否定・二重否定〈Target例文〉]

(6) ④ [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(7) ② [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(8) ④ [Part 3-2　否定語を使わない否定表現〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-2　部分否定・二重否定〈Target例文〉]

(10) ② [Part 3-1　否定の慣用表現〈Target例文〉]

(11) England has seldom won the World Cup . [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(12) Building a house is no simple task . [Part 2-1　否定語と否定の範囲〈Target例文〉]

(13) I cannot help crying  when I hear that song. [Part 3-1　否定の慣用表現〈Target例文〉]

(14) His story was anything but boring . [Part 3-2　否定語を使わない否定表現〈Target例文〉]

(15) He would be the last person to tell a lie . [Part 3-2　否定語を使わない否定表現〈Target例文〉]


