
【新二年生用】第19章　冠詞 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) Everyone knows that (　　) earth goes around (　　) sun.
地球が太陽の周りを回っていることはだれでも知っている。  　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) In England, we buy butter by (　　) pound.
イングランドでは，バターはポンド単位で買います。  　　　　　　　(2) 

(3) Jim took his daughter by (　　) hand and left the room.
ジムは娘の手を引いて，部屋から出ていった。  　　　　　　　(3) 

(4) There are (　　) in the bowl.
ボウルの中にトマトがいくつかある。  　　　　　　　(4) 

(5) There is (　　) tomato in the bowl.
ボウルの中にトマトが1つある。  　　　　　　　(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) Can you give (　　)?
ヒントをください。

①me hint    ②hints for me    ③my hint    ④me a hint     　　　　　　　(6) 

(7) We can't completely control (　　).
自然を完全に制御することはできない。

①nature    ②a nature    ③the nature    ④natures     　　　　　　　(7) 

(8) (　　) this is!
これはなんておもしろい絵なんでしょう！

①So an interesting picture    ②How interesting picture
③What an interesting picture    ④What interesting a picture     　　　　　　　(8) 

(9) They came to the wedding (　　).
彼らは結婚式に車でやって来た。

①in cars    ②by the car    ③on the car    ④by car     　　　　　　　(9) 

(10) It's difficult to find (　　) in the desert.
砂漠で水を見つけるのは難しい。

①any waters    ②water    ③some waters    ④a water     　　　　　　　(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) このロープは1メートル200円です。

( is / meter / 200 yen / this / a / rope ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 私の部屋に置くベッドを買いたい。

I want to ( bed / room / for / buy / a / my ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 忘れずにドアに鍵をかけてきた？

Did you ( lock / remember / the / to / door )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) ローマは1日にして成らず。

Rome ( not / a / in / built / was / day ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 何時に寝ますか。

( go / bed / time / do / what / you / to )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第19章　冠詞 総合英語Evergreen

(1) the，the [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(2) the [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(3) the [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(4) tomatoes [Part 2-2　冠詞の働き〈Target例文〉]

(5) a [Part 2-2　冠詞の働き〈Target例文〉]

(6) ④ [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(7) ① [Part 2-2　冠詞の働き〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(10) ② [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(11) This rope is 200 yen a meter . [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(12) I want to buy a bed for my room . [Part 2-2　冠詞の働き〈Target例文〉]

(13) Did you remember to lock the door ? [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(14) Rome was not built in a day . [Part 2-3　不定冠詞・定冠詞・無冠詞の働き〈Target例文〉]

(15) What time do you go to bed ? [Part 2-2　冠詞の働き〈Target例文〉]


