単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉

〔第７・８講／不定詞〕

１．
(1) The newly-married couple is considering which house (Ans.③to rent).
・その新婚夫婦はどちらの家を借りるべきか考慮中だ。
(2) She is never so foolish (Ans.③as to believe) every word others say.
・彼女は他人が口にする一言一句を真に受けるほど愚かではない。
(3) Be careful (Ans.②not to give food hard to digest) to patients.
・患者さんたちに消化しにくい食べ物を与えないよう注意しなさい。
(4) The little child found that metal box was too heavy
(Ans.①for her to lift up).
・その小さな子どもはあの金属の箱が重くて自分には持ち上げられないことが
わかった。
(5) If too many convenient products (Ans.④are used to) lead a comfortable
life, unfortunate things may happen.
・もし快適な生活を送るためにあまりに多くの便利な製品が使われすぎると、
不幸な事態が起こるかもしれない。
※be used to(前置詞) doing(動名詞) ～するのに慣れている、との違いに注意
(6) The children behave wildly when we have visitors, hoping
(Ans.②to be noticed).
・子ども達は来客があると自分たちに注目してもらいたくて大袈裟に振る舞う。
※各選択肢の不定詞の意味上の主語は the children だから、省略されている
by visitors を補って、能動態に変えると
①the children are given notice → visitors give the children notice ×
②the children are noticed → visitors notice the children ○
③the children are taken notice → visitors take the children notice ×
④the children are noticed to → visitors notice the children to ×
仮に、to be taken notice of という選択肢があれば
the children are taken notice of → visitors take notice of the
children と書き換えられるので正解となる。
(7) Chinese characters are easy (Ans.④to find difficult to learn).
・漢字は学びづらいということはすぐにわかる。
※(3)(4)の設問同様だが、形容詞、副詞を修飾する不定詞は、例えば
It is easy that I drive this car. において形式主語の代わりに this car
を主語にすると、that 節が不定詞にかわり、This car is easy for me to
drive. のように他動詞 drive の目的語は drive の直後からは消えてしまう。

Chinese characters are easy to find (漢字) difficult to learn (漢字).
V
O
C
V´
O´
２．
(1) 彼は彼女の要請に何と答えたらよいのか途方に暮れた。
He was at a loss [Ans. what answer to make to her request ].
※what answer ～の前に for（～に対して）が省略されている。前置詞の後に
名詞節（that 節、間接疑問文）が続くとき前置詞はよく省略される。
＊He was at a loss (for) what answer (he was) to[＝should] make ～
(2) 我々は想像力を働かせて、本の背後にある人物を感じるようにしなければなら
ない。
（１語不足／不足語 so）
We must [Ans. so exercise our imagination as to feel the man behind the
book ].
※as (we are) to[＝can] feel the man ～
(3) 彼女は受け取ったメールはすべてその日に返事を返すことにしていた。
She made it [Ans. a rule to answer every e-mail received on the same
day ].
＊make it a rule〈a habit, point〉to do
＝ make a rule〈a habit, point〉of doing ～する習慣である
(4) 野菜は全国の需要を満たすほど豊富には生産されていない。
Vegetables are not [Ans. produced so abundantly as to satisfy the
demand ] of the country. ※as they(=vegetables) are to[=can] satisfy
(5) 通りは静かで人っ子一人見えなかった。（１語不足／不足語 was）
）
It was quiet in the street, and [Ans. not a soul was to be seen ].
※A soul was to[＝could] be seen
(6) 和服よりも洋服の方が働きやすい。
（１語不足／不足語 in）
Foreign clothes [Ans. are easier to work in ] than Japanese ones.
※It is easier to work in foreign clothes.
→ Foreign clothes are easy to work in.
(7) 物事はなかなか思い通りには進まないものだ。
Things [Ans. don’t always go the way you want them to ].
※the way：後に関係副詞 how が省略された先行詞だが、直前に in も省略され
ているとき、様態（～するように）の接続詞となる。
(8) 小さすぎてはっきりと見えないものを大きくして見せてくれるレンズは拡大鏡
と呼ばれる。
A lens《for [Ans. making something (too small to see clearly) appear
larger ]》
V
O
C
is called a magnifying glass ].

