
【新二年生用】第24章　接続詞 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 found a wallet (　　) I was jogging in the park.

公園をジョギングしているあいだに，サイフを見つけた。  　　　　　　　(1) 

(2) I bought a cheeseburger (　　) French fries.

私はチーズバーガーとフライドポテトを買った。  　　　　　　　(2) 

(3) He speaks (　　) (　　) English (　　) (　　) Spanish.

彼は英語だけでなくスペイン語も話す。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) You must eat the carrots (　　) you like them (　　) not!

好きであろうとなかろうと，そのニンジンを食べなさい！  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) I used to go swimming in the river (　　) I was a child.

子どものころ，その川へよく泳ぎに行きました。  　　　　　　　(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) (　　) you get a car, you can go anywhere you want.

いったん車を手に入れたら，どこでも行きたい所に行けますよ。

①Since    ②Once    ③Unless    ④Though     　　　　　　　(6) 

(7) I'm sure (　　) he will succeed in business.

彼はきっと事業に成功するだろう。

①because    ②which    ③of    ④that     　　　　　　　(7) 

(8) She asked us (　　) we wanted something to drink.

彼女は私たちに何か飲むものがほしいかと尋ねた。

①that    ②how    ③if    ④why     　　　　　　　(8) 

(9) It is true (　　) Bill passed the entrance exam.

ビルが入試に合格したのは本当です。

①whether    ②what    ③which    ④that     　　　　　　　(9) 

(10) I'll take an umbrella (　　) it rains.

雨が降るといけないからかさを持っていこう。

①so that    ②unless    ③even if    ④in case     　　　　　　　(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) 私の知る限りでは，彼に罪はない。

( as / know / as far / I ), he is not guilty.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) ゲーリーが到着して，私たちはゲームを始めた。

( arrived / we / the game / and / started / Gary ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 明日の朝早く起きなさい。そうすれば朝ご飯を食べる時間があるよ。

( and / get / early / have / tomorrow, / you'll / up ) time to eat breakfast.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14)  私は5時に起きた。というのも，日の出を見たかったからだ。

I got up at five, ( to / sunrise / I / the / for / watch / wanted ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 問題は，君が間違いから決して学ばないことだ。

( learn / is / you / the problem / that / never ) from your mistakes.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第24章　接続詞 総合英語Evergreen

(1) while [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(2) and [Part 2-1　等位接続詞の用法〈Target例文〉]

(3) not only，but also [Part 2-1　等位接続詞の用法〈Target例文〉]

(4) whether，or [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(5) when [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(7) ④ [Part 2-2　名詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 2-2　名詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-2　名詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(10) ④ [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(11) As far as I know, he is not guilty. [Part 2-3　副詞節を導く従属接続詞の用法〈Target例文〉]

(12) Gary arrived and we started the game . [Part 2-1　等位接続詞の用法〈Target例文〉]

(13) Get up early tomorrow, and you'll have  time to eat breakfast. [Part 2-1　等位接続詞の用法〈Target例文〉]

(14) I got up at five, for I wanted to watch the sunrise . [Part 2-1　等位接続詞の用法〈Target例文〉]

(15) The problem is that you never learn  from your mistakes. [Part 2-2　名詞節を導く従属接続詞の用法〈

Target例文〉]


