【新二年生用】第16章

名詞構文・無生物主語 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) My father is (

)(

)(

).
(1)

私の父は安全運転をする。
(2) Nobody noticed (

)(

)(

)(

)(

)(

).

私がクラブのミーティングに出ていなかったことにだれも気づかなかった。
(2)

(3) This meter (

) you the temperature in Fahrenheit.

このメーターは，温度を華氏（ファーレンハイト）で示します。
(4) The bad weather (

) us cancel the game.
(4)

悪天候のために，ぼくらは試合を中止した。
(5) A helmet (

(3)

) you from hurting your head.
(5)

ヘルメットをかぶっていれば，頭を傷つけずにすむ。
[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) The traffic jam (

) on time.

交通渋滞のせいで，私たちは時間どおりに到着できなかった。
①prevented us to arrive ②stopped us of arriving
③prevented us from arriving ④kept our arrival
(7) This road (

(6)

) the station.

この道を行けば，駅に着きます。
①keeps you find ②brings to you
(8) We are pleased with the news of (

③takes you to

④leads you where

) in business.

私たちは彼の仕事での成功の知らせに喜んでいます。
①his success ②his succession ③what he succeeded
(9) The scientist reported (

(7)

④he succeeding

(8)

) a new virus.

その科学者は，彼が新しいウイルスを発見したことを報告した。
①his discovery of ②how he discovered
③his discovering with
(10) We (

④that he would discover

(9)

) in the coffee shop.

私たちはその喫茶店でおしゃべりした。
①had a chat ②took a break ③got a talk
[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（

④made us talkative

）の語句を並べかえなさい。

(11) アルバイトのおかげで，私はお金をたくさんためることができる。
My part-time job ( allows / a lot of / to / me / money / save ).
(11)
(12) この新しい皿洗い機を使えば，たくさんの水を節約できるでしょう。
The new dishwasher ( a lot / water / save / will / of / you ).
(12)

(10)

解

答
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(1) a safe driver [Part 2-1

名詞構文・無生物主語 総合英語Evergreen
名詞構文〈Target例文〉]

(2) my absence from the club meeting [Part 2-1

名詞構文〈Target例文〉]

(3) tells [Part 2-2 無生物主語〈Target例文〉]
(4) made [Part 2-2

無生物主語〈Target例文〉]

(5) keeps [Part 2-2

無生物主語〈Target例文〉]

(6) ③ [Part 2-2

無生物主語〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 2-2

無生物主語〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-1

名詞構文〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-1

名詞構文〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-1

名詞構文〈Target例文〉]

(11) My part-time job allows me to save a lot of money . [Part 2-2
(12) The new dishwasher will save you a lot of water. [Part 2-2

無生物主語〈Target例文〉]
無生物主語〈Target例文〉]

