
【新二年生用】第23章　前置詞 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) Let's play tennis (　　) school.

放課後，テニスをしよう。  　　　　　　　(1) 

(2) The cat jumped (　　) the TV set.

そのネコはテレビの上に飛び乗った。  　　　　　　　(2) 

(3) The train went (　　) a tunnel.

列車はトンネルを通り抜けた。  　　　　　　　(3) 

(4) I first visited Germany (　　) 1991.

 私は1991年に初めてドイツを訪れた。  　　　　　　　(4) 

(5) Every member (　　) the club attended the ceremony.

部員全員が，その式典に出席した。  　　　　　　　(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) (　　) George, Mary got a love letter from Steve.

ジョージによれば，メアリーはスティーブからラブレターをもらったそうだ。

①Due to    ②Thanks to    ③According to    ④As for     　　　　　　　(6) 

(7) The meetings usually begin (　　) ten.

会議はふつうは10時に始まる。

①on    ②about    ③in    ④at     　　　　　　　(7) 

(8) Something is wrong (　　) this computer.

このコンピュータはどこかがおかしい。

①with    ②from    ③on    ④through     　　　　　　　(8) 

(9) Please sit (　　) the big table.

その大きなテーブルのまわりに座ってください。

①about    ②across    ③around    ④onto     　　　　　　　(9) 

(10) The man tried to swim (　　) the channel.

その男は海峡を泳いで渡ろうとした。

①over    ②across    ③after    ④along     　　　　　　　(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) ジェーンの隣に立っているあの男がスコットだ。

( is / man / Jane / that / standing / Scott / by ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12)  私は7月24日から休暇をとります。

( be / vacation / July 24 / on / from / I'll ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 私たちは川沿いに歩いた。

( river / we / along / the / walked ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 郵便局はあのビルの裏にあります。

( is / that / post / building / the / office / behind ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 劇場の中でたまたまシンディーに会った。

I ( the / in / happened / Cindy / theater / see / to ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第23章　前置詞 総合英語Evergreen

(1) after [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(2) onto [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(3) through [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(4) in [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(5) of [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 2-3　群前置詞〈Target例文〉]

(7) ④ [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(9) ③ [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(10) ② [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(11) That man standing by Jane is Scott . [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(12) I'll be on vacation from July 24 . [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(13) We walked along the river . [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(14) The post office is behind that building . [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]

(15) I happened to see Cindy in the theater . [Part 2-2　前置詞の用法〈Target例文〉]


