
【新二年生用】第22章　副詞 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) They say the greatest gift we have is our health, and (　　) it is.

最高の贈り物は健康であるといわれるが，実際そのとおりである。  　　　　　　　(1) 

(2) "I'm from Arizona."  "Really?  I am, (　　)."

「私はアリゾナの出身です。」「本当？　私もそうですよ。」  　　　　　　　(2) 

(3) I told him that I had seen his mother three days (　　).

私は彼に，3日前に彼の母親を見かけたと言った。  　　　　　　　(3) 

(4) We have a math test (　　).

明日は数学のテストがあります。  　　　　　　　(4) 

(5) The sale started (　　).

そのセールは昨日始まった。  　　　　　　　(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) Olive oil is (　　) used in Italian cooking.

オリーブオイルはイタリア料理でとてもよく使われる。

①very    ②almost    ③much    ④such     　　　　　　　(6) 

(7) I often go to the library, and (　　).

私はよく図書館に行きますし，姉もそうです。

①so does my sister    ②so my sister does    ③my sister so does    ④so is my sister     　　　　　　　(7) 

(8) My father came home very (　　) last night.

父は昨夜，大変遅く家に帰ってきた。

①last    ②late    ③lately    ④latest     　　　　　　　(8) 

(9) I have (　　) finished my homework.

宿題はもうほとんど終わっています。

①always    ②seldom    ③most    ④almost     　　　　　　　(9) 

(10) This computer is very good.  (　　), it is too expensive.

このコンピュータはとてもよい。しかし，値段が高すぎる。

①Otherwise    ②However    ③Moreover    ④Hence     　　　　　　　(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) 実験の結果は驚くほどのものではなかった。

( the experiment / of / surprising / was / the result / hardly ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 彼は私に並んで待つように言ったので，私はそうした。

He told me to wait in line ( and / did / so / I ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 彼は最近，減量にはげんでいる。

He has been ( to / weight / trying / lose / lately ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 彼女はとてもゆっくり話す。

( speaks / she / very / slowly ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) ここに車をとめてもいいですよ。

( your / here / park / car / you / can ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第22章　副詞 総合英語Evergreen

(1) so [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(2) too [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

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

(4) tomorrow [Part 2-1　副詞の用法〈Target例文〉]

(5) yesterday [Part 2-1　副詞の用法〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(7) ① [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(8) ② [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-1　副詞の用法〈Target例文〉]

(10) ② [Part 2-3　2つの文の論理関係を表す副詞〈Target例文〉]

(11) The result of the experiment was hardly surprising . [Part 2-1　副詞の用法〈Target例文〉]

(12) He told me to wait in line and I did so . [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(13) He has been trying to lose weight lately . [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(14) She speaks very slowly . [Part 2-2　副詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(15) You can park your car here . [Part 2-1　副詞の用法〈Target例文〉]


