
【新二年生用】第21章　形容詞 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 want to drink something (　　).

何か冷たいものが飲みたい。  　　　　　　　(1) 

(2) I left the windows (　　).

私は窓を開けたままにしておいた。  　　　　　　　(2) 

(3) He has (　　) (　　) (　　) friends in Korea.

彼は韓国にたくさんの友人がいる。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) In this zoo, you can see (　　) rare animals (　　) the panda and the koala.

この動物園では，パンダやコアラのような，珍しい動物が見られます。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) I have never seen (　　) a storm.

私はこんなあらしは見たことがない。  　　　　　　　(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) Black is (　　) that suits me.

黒は私に似合う唯一の色だ。

①an only color    ②the only color    ③the color only    ④only a color     　　　　　　　(6) 

(7) His sister has (　　).

彼の妹にはある種の魅力がある。

①a certain charm    ②charmed certainly    ③charming certainty    ④the certain charm     　　　　　　　(7) 

(8) All the windows (　　).

すべての窓が開いていた。

①were open    ②opened    ③were opening    ④was opened     　　　　　　　(8) 

(9) At seven this morning, (　　) in the office.

今朝7時，ジュディーは事務所に1人でいた。

①Judy was only    ②Judy was lonely    ③Judy was alone    ④alone Judy was     　　　　　　　(9) 

(10) It was an (　　) game.

それはわくわくする試合だった。

①excites    ②excited    ③exciting    ④excitement     　　　　　　　(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) 私はたくさんの興奮したサポーターを見た。

I ( lot / supporters / saw / a / excited / of ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) この歌はきっとヒットする。

This song ( to / is / a / certain / hit / be ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) あなたは歴史に関する本をたくさん持っていますか。

( history / have / on / you / books / many / do )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 君が次の会議に出席するのは可能ですか。

( that / come / will / possible / is / it / you ) to the next meeting?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 彼女はそのレースに勝ちそうだ。

( likely / is / will / she / it / that / win ) the race.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第21章　形容詞 総合英語Evergreen

(1) cold [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(2) open [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(3) a lot of [Part 2-3　数量を表す形容詞〈Target例文〉]

(4) such，as [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(5) such [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(7) ① [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(9) ③ [Part 2-1　形容詞の用法〈Target例文〉]

(10) ③ [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(11) I saw a lot of excited supporters . [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(12) This song is certain to be a hit . [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(13) Do you have many books on history ? [Part 2-3　数量を表す形容詞〈Target例文〉]

(14) Is it possible that you will come  to the next meeting? [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(15) It is likely that she will win  the race. [Part 2-2　形容詞の注意すべき用法〈Target例文〉]


