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不定詞］ 総合英語be 3rd Edition P188～P232

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) I'm sorry to hear about your accident.
(1)
(2) She was very kind to help me.

(2)

(3) I heard someone call my name.

(3)

[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。
(4) I have a lot of work (
) today.
今日はしなければならない仕事がたくさんあります。
①for doing ②to do ③to done ④doing

(4)

(5) I saw a man (
) something into the river.
私は男が川に何かを投げ入れるのを見ました。
①throws ②threw ③throwing ④throw

(5)

(6) (
) about half an hour to get to the airport.
空港に着くのに約30分かかる。
①It needs ②I take ③It takes ④It costs

(6)

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（ ）の語句を並べかえなさい。
(7) その試合に勝つことは，難しいだろう。
( win / tough / the match / be / to / will ).
(7)
(8) 経済は成長中のようだ。
( seems / the / growing / be / economy / to ).
(8)
(9) まず最初に，今日ここにいらっしゃる皆さんに感謝をさせてください。
( with / to / begin ), let me thank everybody here today.
(9)
[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（ ）内の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
(10) 私の唯一の目標は彼を打ち負かすことだ。
My only aim ( defeat / him / is / to ).
(10)
(11) この家は住み心地がいい。
This ( is / in / comfortable / house / live / to ).
(11)
(12) 私はあなたが下の階に降りるのを見た。
( go / saw / downstairs / you / I ).
(12)
(13) この番組に呼んでいただいてうれしかったです。
I was glad (
)(
)(
) to this program.
(13)
[Ｅ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。
(14) このレストランでは，だれもたばこを吸ってはいけません。
No one (
)(
)(
) in this restaurant.
[Ｆ] 次の日本語を英語にしよう。
(15) あなたの質問は答えるのが難しい。
(15)

(14)

解

答
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(1) あなたの事故のことを聞いて気の毒に思います。 [7.4 不定詞の副詞用法〈Key Sentences〉]
(2) 私を助けてくれるとは，彼女はとても親切だった。 [7.4 不定詞の副詞用法〈Key Sentences〉]
(3) 私はだれかが私の名前を呼ぶのが聞こえました。 [7.7 動詞の原形（原形不定詞）を使う〈Key Sentences〉]
(4) ② [7.3 不定詞の形容詞用法〈Key Sentences〉]
(5) ④ [7.7 動詞の原形（原形不定詞）を使う〈Key Sentences〉]
(6) ③ [7.10 不定詞を使う表現〈Key Sentences〉]
(7) To win the match will be tough . [7.1 不定詞の名詞用法〈Key Sentences〉]
(8) The economy seems to be growing . [7.9 不定詞の形〈Key Sentences〉]
(9) To begin with, let me thank everybody here today. [7.10 不定詞を使う表現〈Key Sentences〉]
(10) My only aim (is to defeat him). [7.1 不定詞の名詞用法〈Check問題〉]
(11) This (house is comfortable to live in). [7.5 不定詞を形容詞に続ける〈Check問題〉]
(12) (I saw you go downstairs). [7.8 動詞＋名詞＋不定詞〈Check問題〉]
(13) to be invited[asked] [7.9 動詞の原形（原形不定詞）を使う〈Check問題〉]
(14) is to smoke [7.10 不定詞を使う表現〈Check問題〉]
(15) Your question is difficult to answer. [7.5 不定詞を形容詞に続ける〈確認問題集〉]

