
【新二年生用】第20章　代名詞 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) She broke (　　) legs in the accident.

彼女はその事故で両足を骨折した。  　　　　　　　(1) 

(2) (　　) had little rain last month.

先月は雨がほとんど降らなかった。  　　　　　　　(2) 

(3) One of my sisters is an office worker, and (　　) (　　) is a college student.

 私の姉の1人は会社員で，もう1人は大学生です。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) What day is (　　) today?

今日は何曜日？  　　　　　　　(4) 

(5) I fell down the stairs and hurt (　　).

私は階段から落ちて，けがをした。  　　　　　　　(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) Some like dancing, and (　　) don't.

踊るのが好きな人もいるし，そうでない人もいる。

①another    ②neither    ③others    ④the other     　　　　　　　(6) 

(7) I thought (　　) possible to solve the problem.

その問題を解決するのは可能だと思った。

①them    ②of    ③it    ④that     　　　　　　　(7) 

(8) There's (　　) at the door.

ドアのところにだれかいるよ。

①something    ②someone    ③a one    ④anyone     　　　　　　　(8) 

(9) I'd like to borrow a pen if you have (　　).

お持ちでしたら，ペンをお借りしたいのですが。

①one    ②it    ③ones    ④the one     　　　　　　　(9) 

(10) (　　)'s very humid here, isn't it?

ここはとてもむしむししますね。

①It    ②That    ③There    ④This     　　　　　　　(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) その劇場への行き方を教えてください。

Please ( way / the theater / me / to / tell / the ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 彼のシャツには彼のイニシャルがついている。

His ( has / on / shirt / initials / it / his ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) パイをもう1切れいかがですか。

( like / of / you / piece / another / pie / would )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 私の両親は2人とも北海道育ちです。

( brought / were / both / up / parents / of / my ) in Hokkaido.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) ペーパークリップが必要なんです。お持ちですか。

I need some paper clips.  ( any / you / have / do )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第20章　代名詞 総合英語Evergreen

(1) both [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(2) We [Part 2-1　人称代名詞〈Target例文〉]

(3) the other [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(4) it [Part 2-2　itの用法〈Target例文〉]

(5) myself [Part 2-1　人称代名詞〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 2-2　itの用法〈Target例文〉]

(8) ② [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-2　itの用法〈Target例文〉]

(11) Please tell me the way to the theater . [Part 2-1　人称代名詞〈Target例文〉]

(12) His shirt has his initials on it . [Part 2-1　人称代名詞〈Target例文〉]

(13) Would you like another piece of pie ? [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(14) Both of my parents were brought up  in Hokkaido. [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]

(15) I need some paper clips.  Do you have any? [Part 2-4　不定代名詞〈Target例文〉]


