【新二年生用】第18章

名詞 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 bought a (
) and four (
).
私はテーブル1つと，いす4脚を買った。

(1)

(2) He gave me a useful piece of (
).
彼は私に役に立つ忠告を1つしてくれた。

(2)

(3) There are about 100 (
) in this village.
この村にはおよそ100世帯の家族がいる。

(3)

(4) Can you see the roof (
) the church?
教会の屋根が見えますか。

(4)

(5) Will you set the (
) on the table?
テーブルにお皿を並べてくれる？

(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) My sister reads (
).
私の姉は英字新聞を読みます。
①an English paper ②an English sheet of paper

③English in the paper

④an English news
(6)

(7) (
) is the mother of invention.
必要は発明の母。
①The needing ②Necessity ③A necessity
(8) This statue is made (
).
この像は石でできている。
①from a stone ②of stone

③with stone

④from stones

(9) The man playing the piano is (
).
ピアノをひいている男の人はジムの兄さんだよ。
①a Jim's brother ②a brother of Jim ③Jim and brother
(10) I prefer (
).
私は紅茶よりコーヒーが好きです。
①coffee to tea ②coffees to teas ③coffee than tea
[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（

(8)

④Jim's brother

④coffees from teas

）の語句を並べかえなさい。

(11) 食後は歯をみがきなさい。
( teeth / your / after / brush ) meals.
(11)
(12) 警察はその強盗犯を探している。
( looking / the robber / police / are / for / the ).
(12)
(13) 父は何かを読むとき，メガネをかける。
My father ( when / wears / reads / glasses / he ).
(13)
(14) 駅で兄の友人に会った。
I ( a / brother's / met / of / friend / my ) at the station.
(14)
(15) 私は昨年の8月に大英博物館に行った。
I went ( August / the / last / British Museum / to ).
(15)

(7)

④Necessary

(9)

(10)

解

答
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(1) table，chairs [Part 2-1
(2) advice [Part 2-2
(3) families [Part 2-2
(4) of [Part 2-5

名詞の種類〈Target例文〉]

名詞の用法〈Target例文〉]
名詞の用法〈Target例文〉]

所有を表す名詞の形〈Target例文〉]

(5) dishes [Part 2-4

名詞の複数形〈Target例文〉]

(6) ① [Part 2-3

注意すべき名詞の用法〈Target例文〉]

(7) ② [Part 2-2

名詞の用法〈Target例文〉]

(8) ② [Part 2-2

名詞の用法〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-5

所有を表す名詞の形〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-1

名詞の種類〈Target例文〉]

(11) Brush your teeth after meals. [Part 2-4

名詞の複数形〈Target例文〉]

(12) The police are looking for the robber . [Part 2-2

名詞の用法〈Target例文〉]

(13) My father wears glasses when he reads . [Part 2-4

名詞の複数形〈Target例文〉]

(14) I met a friend of my brother's at the station. [Part 2-5
(15) I went to the British Museum last August . [Part 2-2

所有を表す名詞の形〈Target例文〉]
名詞の用法〈Target例文〉]

