
【新二年生用】第7章　不定詞 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) Not a sound (　　) (　　) (　　) (　　).
物音ひとつ聞こえなかった。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) She was kind (　　) (　　) (　　) my baggage.
彼女は親切にも私の荷物を運んでくれた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) It is kind of you (　　) (　　) me.
手伝ってくださるなんて，どうもご親切に。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) He promised (　　) (　　) be late again.
彼は二度と遅刻しないと約束した。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) It is necessary (　　) (　　) to see a doctor.
君は，医者に診てもらうことが必要だ。  　　　　　　　   　　　　　　　(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) I have a lot of (　　).
やらなければならない宿題がたっぷりある。

①homeworks to be done    ②doing homework    ③home working    ④homework to do     　　　　　　　(6) 

(7) The ship seems (　　)!
船が沈みかけているみたいだぞ！

①to be sank    ②to sink    ③to be sinking    ④to being sinking     　　　　　　　(7) 

(8) She is working hard (　　) a car.
彼女は車を買うために一生懸命働いている。

①to buy    ②buying    ③for buy    ④and buy     　　　　　　　(8) 

(9) I'm looking for someone (　　) me with my work.
私は，私の仕事を手伝ってくれる人を探しています。

①of helping    ②for help    ③helps    ④to help     　　　　　　　(9) 

(10) I hurried (　　) the train.
その電車に乗り遅れないように，私は急いだ。

①in order not to miss    ②not order to miss    ③in order to not miss    ④so not as to miss    
 　　　　　　　(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) 私をひとりにしておいてほしい。

( left / be / want / I / alone / to ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 母は私にもっと野菜を食べるようにと言った。

My mother ( eat / more / to / told / vegetables / me ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 父は私が留学することを許してくれた。

( allowed / to / abroad / my father / me / study ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 君にはもっと慎重になってもらいたい。

I ( to / want / more / you / be / careful ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) その男の子は事故でけがをしたようだった。

The boy ( in / hurt / to / appeared / been / the accident / have ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第7章　不定詞 総合英語Evergreen

(1) was to be heard [Part 3-2　自動詞＋to不定詞〈Target例文〉]

(2) enough to carry [Part 3-3　不定詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(3) to help [Part 2-3　不定詞の副詞的用法〈Target例文〉]

(4) not to [Part 2-5　不定詞の意味上の主語と否定語の位置〈Target例文〉]

(5) for you [Part 2-5　不定詞の意味上の主語と否定語の位置〈Target例文〉]

(6) ④ [Part 2-2　不定詞の形容詞的用法〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 3-1　不定詞のさまざまな形〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-3　不定詞の副詞的用法〈Target例文〉]

(9) ④ [Part 2-2　不定詞の形容詞的用法〈Target例文〉]

(10) ① [Part 3-3　不定詞の注意すべき用法〈Target例文〉]

(11) I want to be left alone . [Part 3-1　不定詞のさまざまな形〈Target例文〉]

(12) My mother told me to eat more vegetables . [Part 2-4　SVO＋to不定詞〈Target例文〉]

(13) My father allowed me to study abroad . [Part 2-4　SVO＋to不定詞〈Target例文〉]

(14) I want you to be more careful . [Part 2-4　SVO＋to不定詞〈Target例文〉]

(15) The boy appeared to have been hurt in the accident . [Part 3-1　不定詞のさまざまな形〈Target例文〉]


