
【新二年生用】第15章　話法 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) He (　　) (　　) me, "(　　) should buy this dictionary."

彼は私に「この辞書を買うべきだよ」と言った。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) Mr. Brown (　　) (　　) me, "(　　) (　　) hungry?"

ブラウンさんは私に「君はおなかがすいているかい？」と言った。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) I said that I (　　) interested in gospel music.

私は，自分がゴスペルに興味をもっていると言った。  　　　　　　　(3) 

(4) Mr. Brown (　　) me (　　) (　　) (　　) hungry.

ブラウンさんは私に，おなかがすいているかどうか尋ねた。

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) He told us that we couldn't play baseball (　　) (　　) (　　).

彼は私たちに，その日はそこで野球をやってはいけないと言った。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(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) He told me that I looked pale and he (　　).

彼は私に，顔色が悪いと言い，どこか悪いのか尋ねた。

①asked me what wrong was    ②asked what's wrong with him

③asked me what was wrong    ④asked if I was wrong     　　　　　　　(6) 

(7) He said to me, "You look pale.  (　　)?"

彼は私に「顔色が悪いよ。どこか悪いの？」と言った。

①What's wrong    ②What's matter    ③Nothing wrong    ④Do you feel pale     　　　　　　　(7) 

(8) He always says that (　　) hometown.

彼はいつも，自分の故郷の町が好きではないと言う。

①he doesn't like his    ②I don't like his    ③not to like his    ④he didn't like his     　　　　　　　(8) 

(9) He (　　) that he wanted me to join the game.

彼は私に，試合に参加してほしいと言った。

①told me    ②said me    ③asked me    ④told to me     　　　　　　　(9) 

(10) Bill said that he didn't know when Kate (　　).

ビルは，ケイトがいつそこに着くのかわからないと言った。

①will arrive at there    ②would be here

③would arrive there    ④should have arrived there     　　　　　　　(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) ビルは「ケイトがいつここに着くのかわからない」と言った。

Bill said, "( arrive / don't / I / Kate / when / will / know ) here."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 母は私に「部屋を掃除しなさい」と言った。

My mother said to me, "( your / room / clean )."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 彼は私に「私は君に試合に参加してほしい」と言った。

( me / he / to / said ), "I want you to join the game."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 彼はいつも「私は故郷の町が好きではない」と言う。

He always says, "( like / I / hometown / my / don't )."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 母は私に，部屋を掃除するように言った。

My mother ( room / to / me / clean / told / my ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第15章　話法 総合英語Evergreen

(1) said to，You [Part 3　間接話法の応用形〈Target例文〉]

(2) said to，Are you [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(3) was [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(4) asked，if[whether] I was [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(5) there that day [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 3　間接話法の応用形〈Target例文〉]

(7) ① [Part 3　間接話法の応用形〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(10) ③ [Part 3　間接話法の応用形〈Target例文〉]

(11) Bill said, "I don't know when Kate will arrive  here." [Part 3　間接話法の応用形〈Target例文〉]

(12) My mother said to me, "Clean your room ." [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(13) He said to me, "I want you to join the game." [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(14) He always says, "I don't like my hometown ." [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]

(15) My mother told me to clean my room . [Part 2　直接話法と間接話法〈Target例文〉]


