
 【新3年生用】　第８回　［第10章　前置詞］ 英文法・語法Engage

[Ａ] 空所にあてはまる適切な語を選びなさい。

(1) David held me (　　) the arm and wouldn't let me go.　（南山大）

①for    ②to    ③at    ④by     　　　　(1) 

(2) She accepted the engagement ring (　　) delight.　（大阪薬科大）

①with    ②under    ③to    ④of     　　　　(2) 

(3) I visited a lot of museums (　　) my stay in France.　（純真学園大）

①for    ②while    ③during    ④till     　　　　(3) 

(4) He can attend the meeting every day (　　) Monday and Tuesday.　（中央大）

①except    ②apart    ③despite    ④without     　　　　(4) 

(5) Is there anyone (　　) this idea?　（東邦大）

①opposed    ②contrary    ③against    ④objection     　　　　(5) 

(6) I forgot my pen. Can you lend me something to write (　　)?　（武蔵大）

①on    ②with    ③by    ④down     　　　　(6) 

(7) Please get a credit card (　　) the day of your departure from Japan.　（中央大）

①as    ②till    ③by    ④since     　　　　(7) 

(8) They will visit us (　　).　（熊本県立大）

①seven o'clock    ②at seven o'clock    ③to seven o'clock    ④in seven o'clock     　　　　(8) 

(9) My parents still see me (　　) a little child.　（中部大）

①as    ②so    ③for    ④on     　　　　(9) 

(10) As (　　) May 2013, the world population was over seven billion.　（立命館大）

①of    ②if    ③such    ④though     　　　　(10) 

[Ｂ] 与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(11) He always gives ( with / in / his hands / lectures / his pockets ).　（相模女子大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) Tonight we ate out together ( time / at / for / the / first / in ) a month. （１語不要）　（畿央大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(13) 警官が私の腕をつかんだ。

A police officer ( the / by / me / caught ) arm.　（東北芸術工科大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) チーズとバターは牛乳から作られます。

Cheese ( and / are / butter / from / made / milk ).　（静岡福祉大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｄ] 下線部に誤りのあるものを指摘し，正しく直しなさい。

(15) Every morning, ①how ②long ③does it take for you to commute to your company ④on train?　
（東洋大）  　　　　　　　(15) 



解  答

 【新3年生用】　第８回　［第10章　前置詞］ 英文法・語法Engage

[Ａ] 空所にあてはまる適切な語を選びなさい。

(1) David held me (　by　) the arm and wouldn't let me go.　（南山大）  292]→ [④

＋身体［衣服］の部位】 by the ＋人＋hold 「（人）の腕をつかむ」【 by the arm ＋人＋ hold ◆

(2) She accepted the engagement ring (　with　) delight.　（大阪薬科大） STRATEGY 20]→ [①

前置詞＋抽象名詞〉が表す意味 〈 ◆

(3) I visited a lot of museums (　during　) my stay in France.　（純真学園大）  276]→ [③

】during【during 特定の期間を表す ◆

(4) He can attend the meeting every day (　except　) Monday and Tuesday.　（中央大）  303]→ [①

】except「…を除いた，…以外の」【 except ◆

(5) Is there anyone (　against　) this idea?　（東邦大）  287]→ [③

】against「…に反対して」【against 反対・対立の ◆

(6) I forgot my pen. Can you lend me something to write (　with　)?　（武蔵大）  290]→ [②

】with【with 道具を表す ◆

(7) Please get a credit card (　by　) the day of your departure from Japan.　（中央大）  278]→ [③

】by【by 動作や状態の「完了の期限」を表す ◆

(8) They will visit us (　at seven o'clock　).　（熊本県立大）  272]→ [②

】at：時を点としてイメージする【at時の一点を表す ◆

(9) My parents still see me (　as　) a little child.　（中部大）  294]→ [①

】see A as Bと見なす」【B をA 「 see A as B ◆

(10) As (　of　) May 2013, the world population was over seven billion.　（立命館大）  310]→ [①

】as of A「Ａの時点で」【 as of A ◆

[Ｂ] 与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(11) He always gives lectures with his hands in his pockets.　（相模女子大）

 300]→. [lectures with his hands in his pocketsHe always gives 
＋名詞＋前置詞句】with 「（名詞）が…の状態で」〈付帯状況〉【 ＋名詞＋前置詞句 with ◆

(12) Tonight we ate out together for the first time in a month.　（畿央大）

 312]→ [不要）at（ a month. for the first time inTonight we ate out together 
】for the first time in Aぶりに」【A 「 for the first time in A ◆

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(13) A police officer caught me by the arm.　（東北芸術工科大）

 293]→ arm. [caught me by theA police officer 
＋身体［衣服］の部位 by the ＋人＋catch 「（人）の腕をつかむ」【 by the arm ＋人＋ catch ◆

】

(14) Cheese and butter are made from milk.　（静岡福祉大）

 309]→. [and butter are made from milkCheese 
＋原料】be made from 「（原料）からつくられる」【 ＋原料 be made from◆



解  答

 【新3年生用】　第８回　［第10章　前置詞］ 英文法・語法Engage

[Ｄ] 下線部に誤りのあるものを指摘し，正しく直しなさい。

(15) Every morning, how long does it take for you to commute to your company by train?　（東洋

 大）  288]→by [④→

】by【by 交通手段を表す ◆


