
 【新3年生用】　第13回　［第16章　動詞の語法②］ 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) The weather forecast (　　) that it will be sunny tomorrow.　（法政大）

①tells    ②says    ③teaches    ④hears     　　　　(1) 

(2) They managed (　　) to buy a house.　（亜細亜大）

①to enough save money    ②save money enough    ③saved enough money    ④to save enough money     　　　　(2) 

(3) We will (　　) to accept such an absurd proposal.　（杏林大）

①dislike    ②deny    ③refuse    ④object     　　　　(3) 

(4) Could you (　　) me who is planning Dan's birthday party?　（センター試験）

①say to    ②teach    ③talk to    ④tell     　　　　(4) 

(5) I don't think I'll ever forgive David (　　) the way he treated her.　（東京理科大）

①at    ②in    ③about    ④for     　　　　(5) 

(6) I left my wallet in my room. Can you (　　) me some money for lunch?　（広島修道大）

①spend    ②borrow    ③lend    ④pay     　　　　(6) 

(7) Any rope will (　　) if it is strong.　（東洋大）

①do    ②make    ③get    ④be     　　　　(7) 

(8) I'll never forget (　　) the beautiful mountain village in Switzerland when I was a college student.　（北里大）

①visited    ②to have visited    ③to visit    ④visiting     　　　　(8) 

(9) The Internet has (　　) it easier to communicate with people living in other countries.　（名城大）

①made    ②allowed    ③given    ④used     　　　　(9) 

[Ｂ] 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。

(10) どのようにして冷蔵庫を使わずに食べ物が傷まないようにできるだろうか。

How can ( without / going off / keep / using / from / we / food ) a refrigerator?　（日本大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(11) Luckily, ( to / we / didn't / in / need / wait ) line because we had a special pass to enter the museum.　（獨協大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) The doctor ( a / against / gave / him / warning ) working too hard.　（津田塾大）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｄ] 下線部に誤りのあるものを指摘し，正しく直しなさい。

(13) May I ask ①if you ②have enjoyed ③to talk ④with my family?　（関西外国語大）  　　　　　　　(13) 

[Ｅ] ２つの文がほぼ同じ意味になるように，空所に入る適切な語を書きなさい。

(14) I don't know why he behaved like that.

I don't know (　　) (　　) him behave like that.　（東京理科大）  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 日本語に合うように，空所に入る適切な語を書きなさい。

(15) ヘレンの両親は彼女が9時以降に外出するのを禁じた。

Helen's parents prohibited her (　　) going out after nine o'clock.　（西南学院大）  　　　　　　　(15) 



解  答

 【新3年生用】　第13回　［第16章　動詞の語法②］ 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) The weather forecast (　says　) that it will be sunny tomorrow.　（法政大）  551]→ [②

】say「…と言う」【 say ◆

(2) They managed (　to save enough money　) to buy a house.　（亜細亜大）  453]→ [④

】manage「どうにか…する」【 manage to do ◆

(3) We will (　refuse　) to accept such an absurd proposal.　（杏林大）  455]→ [③

】refuse「…することを拒む」【 refuse to do ◆

(4) Could you (　tell　) me who is planning Dan's birthday party?　（センター試験）  553]→ [④

節］】wh-  節［ that ＋人＋tell 「（人）に…かを話す」【 節 wh- ＋人＋ tell ◆

(5) I don't think I'll ever forgive David (　for　) the way he treated her.　（東京理科大）  503]→ [④

】 for A＋人＋forgive のことで（人）を許す」【A 「 for A ＋人＋ forgive ◆

(6) I left my wallet in my room. Can you (　lend　) me some money for lunch?　（広島修道大）  545]→ [③

】lend「…を貸す」【 lend ◆

(7) Any rope will (　do　) if it is strong.　（東洋大）  522]→ [①

】do「十分だ，用が足りる」の意味がある【自動詞 にはdo 自動詞 ◆

(8) I'll never forget (　visiting　) the beautiful mountain village in Switzerland when I was a college student.　（北里

 大）  469]→ [④

】forget「…したのを忘れる」【 forget doing ◆

(9) The Internet has (　made　) it easier to communicate with people living in other countries.　（名城大）

 515]→ [①

】makeにする」【C をO 「 C ＋ O ＋ make ◆

[Ｂ] 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。

(10) How can we keep food from going off without using  a refrigerator?　（日本大）

 497]→ a refrigerator? [we keep food from going off without usingHow can 

】 from doing＋ O ＋keep が…するのを防ぐ」【O 「 from doing ＋ O ＋ keep ◆

[Ｃ] 与えられた語句を正しく並べかえなさい。

(11) Luckily, we didn't need to wait in  line because we had a special pass to enter the museum.　（獨協大）

 471]→ line because we had a special pass to enter the museum. [we didn't need to wait inLuckily, 

】need to do「…する必要がある」【 need to do ◆

(12) The doctor gave him a warning against  working too hard.　（津田塾大）

 511]→ working too hard. [gave him a warning againstThe doctor 

】giveを与える」【B にA 「 give A B ◆

[Ｄ] 下線部に誤りのあるものを指摘し，正しく直しなさい。

(13) May I ask if you have enjoyed talking with my family?　（関西外国語大）  456]→talking [③→

】enjoy「…して楽しむ」【 enjoy doing ◆

[Ｅ] ２つの文がほぼ同じ意味になるように，空所に入る適切な語を書きなさい。

(14) I don't know (　what made　) him behave like that.　（東京理科大）  476]→what made [

】 do?＋ O ＋What makes に…させるのか」【O 「何が do? ＋ O ＋ What makes ◆



解  答

 【新3年生用】　第13回　［第16章　動詞の語法②］ 英文法・語法Engage

[Ｆ] 日本語に合うように，空所に入る適切な語を書きなさい。

(15) Helen's parents prohibited her (　from　) going out after nine o'clock.　（西南学院大）  500]→from [

】prohibit O from doingが…するのを禁じる」【O 「 from doing ＋ O ＋ prohibit ◆
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