
【新二年生用】第17章　強調・倒置・挿入・省略・同格 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) She was born and raised in the city (　　) Seattle.

彼女はシアトル市で生まれ育った。  　　　　　　　(1) 

(2) (　　) comes the train.

ほら，電車が来るよ。  　　　　　　　(2) 

(3) He broke his left leg while (　　) in Canada.

彼はカナダでスキーをしている時に左足を骨折した。  　　　　　　　(3) 

(4) (　　) was the view from the balcony.

すばらしかったのは，そのバルコニーからの眺めだった。  　　　　　　　(4) 

(5) (　　) you have to do (　　) to wait here.

ここで待っていさえすればいいんだよ。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) (　　) feel free to call me any time.

本当に遠慮なく，いつでも電話してくださいね。

①All    ②Does    ③Do    ④Very     　　　　　　　(6) 

(7) Fishing in this river, (　　), is prohibited.

この川で釣りをすることは，私の知る限り，禁止されています。

①as good as I know    ②as far as I know    ③as long as I know    ④as well as I know     　　　　　　　(7) 

(8) I don't believe his story (　　).

私は彼の話なんか少しも信じていない。

①at all    ②no longer    ③in the last    ④on earth     　　　　　　　(8) 

(9) His son, (　　), was rescued from the burning house.

彼の息子は，幸運にも，炎上する家から救出された。

①fortunately    ②for sure    ③indeed    ④unfortunately     　　　　　　　(9) 

(10) Not a word (　　).

一言も彼女は口に出さなかった。

①did she say    ②said she    ③she said    ④did say she     　　　　　　　(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) 女の子たちは勇敢だったが，男の子たちはそうではなかった。

The girls were brave, ( were / boys / not / but / the ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 私が好きなのは，彼女の声なんです。

( voice / I / what / her / like / is ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) いったい全体だれがこんな時間に電話をしてくるんだ。

( on / calling / who / at / is / earth ) this hour?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 私のポケットの中にあったのは彼の名刺だった。

In ( was / his / card / pocket / business / my ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 私はこんなに美しい虹を一度も見たことがない。

Never ( a / have / such / beautiful / I / seen ) rainbow.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第17章　強調・倒置・挿入・省略・同格 総合英語Evergreen

(1) of [Part 2-5　同格〈Target例文〉]

(2) Here [Part 2-2　倒置〈Target例文〉]

(3) skiing [Part 2-4　省略〈Target例文〉]

(4) Wonderful [Part 2-2　倒置〈Target例文〉]

(5) All，is [Part 2-1　強調〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 2-1　強調〈Target例文〉]

(7) ② [Part 2-3　挿入〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-1　強調〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-3　挿入〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-2　倒置〈Target例文〉]

(11) The girls were brave, but the boys were not . [Part 2-4　省略〈Target例文〉]

(12) What I like is her voice . [Part 2-1　強調〈Target例文〉]

(13) Who on earth is calling at  this hour? [Part 2-1　強調〈Target例文〉]

(14) In my pocket was his business card . [Part 2-2　倒置〈Target例文〉]

(15) Never have I seen such a beautiful  rainbow. [Part 2-2　倒置〈Target例文〉]


