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高 2・3年生対象 動詞の語法 （30問） 

 

次の各文の(   )内に入れるのに最も適切なものを 1 つずつ選びなさい 

(1)One hundred dollars will (   ) all your expenses for the trip. 

 1.cost 2.spend  3. give  4. cover             

(2)I could not(   )the ink spot from my coat. 

   1.drop 2. lose  3. remove 4. disappear        

(3)The clock on the tower was(   )ten. 

  1.striking 2. saying 3. giving  4. reading          

(4)Many Japanese feel that rapid industrialization has (   ) lasting damage to 

Japanese culture. 

   1.done 2. kept  3. suffered 4. made             

(5)He never works rapidly. He always (   ) his time in everything that he does. 

   1.makes 2. gets  3. takes  4. lays              

(6)We(   )an apartment when we lived in New York, but it was very expensive. 

   1.borrowed 2. hired  3. rented 4. searched          

(7)Everybody(   )her for saving the old man from drowning. 

   1.accused 2. admired 3. complained 4. encouraged       

(8)I heard my parents whispering last night. I (   ) they are planning a surprise 

birthday party for me. 

   1.satisfy 2. suggest 3. supply 4. suspect           

(9)Our school trip was(   )by an unusual snowfall. 

   1.avoided 2. damaged 3. objected 4. spoiled            

(10)It’s only a small house but it (   )my needs perfectly. 

   1.agrees 2. meets  3. replies 4. responds          

(11)Does Kenji still have that book he(   )from the library? 

   1.asked 2. borrowed 3. lent  4. rented            

(12)His wife is in the hospital because she was (   )in a car crash. 

   1.broken 2. damaged 3. destroyed 4. injured           

(13)Such conduct does not(   ) a gentleman. 

   1.begin 2. become 3. belong 4. behave           

(14)Before the exam I (   ) my memory by reading some old notes. 

1.recovered 2. refreshed 3. reminded 4. repaired          

(15)This is a very strange letter. What do you(   )of it? 

   1.feel  2. gather 3. get  4. make            

(16)I (   )my coat to a friend of my brother’ s, and I never saw it again. 

   1.borrowed 2. lent  3. let  4. rent              
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(17)Our company (   ) the crisis that hit the economy last year. 

   1.existed 2. recovered 3. succeeded  4. survived         

(18)Each of the sumo wrestlers (   ) over 100kg. 

   1.is weigh 2. is weight 3. weighs  4. weights          

 

(19)There are a lot of expressions used by English people when (   ) about the weather. 

   1.discussing 2. saying 3. talking 4. telling            

(20)If you stay at a big hotel, you can(   )their swimming pool. 

   1.bathe 2. borrow 3. play  4. use               

(21)Some people fear that World WarⅢ may break out soon, but I (   ). 

   1.am afraid it will  2. doubt if it will 

   3.think if it does  4. wonder that it does                

(22)It's a pity that quite a few Japanese women (   )their jobs when they get married. 

   1.end up 2. quit  3. retire  4. withdraw         

(23)She (   ) her diary in English. 

   1.puts 2. keeps  3. makes 4. takes             

(24)As a sign of approval a man generally (   ) his head. 

   1.drops 2. nods  3. shakes 4. cares             

(25)She's alive! She(   )but her father saved her. 

   1.drowns 2. has drowned 3. was drowning 4. drowned          

(26)Be careful when answering questions. Incorrect answers (   ) to serious 

misunderstanding. 

   1.cause 2. bring  3. result  4. lead              

(27)Kyoto and Nara(   ) a large number of tourists every year. 

   1.appeal 2. attract 3. appear 4. include          

(28)After he graduated from medical school, he (   ) medicine. 

   1.opened  2. practiced 3. operated 4. performed        

(29)Everyone is expected to (   ) a club when he enters this university 

   1.join 2. join for 3.join to  4. join on            

(30)As I have no ear for music, I can't (   )good music from bad. 

   1.take 2. tell  3. differ   4. listen            
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動詞の語法演習プリント 解答 

(1)4   (2)3   (3)1   (4)1   (5)3   (6)3   (7)2   (8)4    (9)4  (10)2 

  (11)2  (12)4  (13)2  (14)2  (15)4  (16)2  (17)4  (18)3  (19)3  (20)4 

  (21)2  (22)2  (23)2  (24)2  (25)3  (26)4  (27)2  (28)2  (29)1  (30)2 

  

  

(1)4 「100 ドルでその旅行の出費はすべてまかなえる」 

cover「(料金・損失など)を償う」(例:cover the loss by insurance「保険で損失をまかな

う」) 

(2)3 「私は自分のコートのインクのシミをとることができなかった」 

drop「落とす」, lose「失う」, disappear「消える」(自動詞). remove...from～「～から

…を取り除く」 

(3)1 「その塔の時計は 10 時を打っていた」 

strike「(時計・鐘などが)(時)を打つ,打って知らせる」 

(4)1 「多くの日本人は,急速な産業化が日本文化に継続的な被害を与えていると感じている」 

   do damage to～「～に損害を与える」 

(5)3 「彼は決して急いで仕事をしない.することすべて自分のペースでやる」 

   take one’s time「ゆっくり(自分のペース)でやる」 

(6)3 「ニューヨークに住んでいるとき私たちはアパートを借りていたが,家賃がとても高か

った」 

(7)2 「彼女が、老人が溺れ死ぬのを救ったことを、誰もが賞賛した」 

   admire+人+for+こと「ことについて人を口賛する」 

(8)4 「昨夜,両親が小声で話しているのが聞こえた.私のために突然の誕生日祝いの会を計画

しているのだと思う」   suspect that...「…と思う」 

(9)4 「まれな降雪で,私たちの修学旅行は台なしになった」 

   spoil「(もの・こと・人が)(もの・こと)を台なしにする,損なう」(道具・機械には使わな

い).damage は「(もの・ことが)(もの)に損害を与える」 ,人体に対する損傷は ,injure, 

hurt(例:She was injured(damaged ×)in the accident.「彼女はその事故で負傷した」). 

(10)2「小さな家に過ぎないが,私の要求は完全に満たしている」 

meet「(必要・要求など)を満たす」 

(11)2「ケンジは図書館から借りた本をまだ持ってるのかい?」 

(12)4「彼の妻は白動車の衝突事故でけがをしたので今病院にいる」 

(13)2「その行為は紳士にはふさわしいものではない」 

(14)2「試験前,昔のメモを読み返して記憶を新たにした」 

   refresh「(記憶など)を新たにする」 recover は「(失っていたもの)を取り戻す,(健康など)

を回復する」 

(15)4「これはとても不思議な手紙だ.君はどう思いますか」 make... of～「～を…と思う」 

(16)2「兄の友達にコートを貸したら,二度と帰ってこなかった」lend～「～を貸す」 

(17)4「わが社は昨年の経済危機を生き残った」 
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   survive～「(事故・災害・危機・逆境など)を生き残る,切り抜ける」 

(18)3「力士はそれぞれ体重 100 キログラムを超えている」 

   weigh「重さが～である」(～は C), weight は名詞 

(19)3「イギリス人が天気を話にするときに使う表現は多い」  discuss は他動詞. 

(20)4「大きなホテルに泊まれば,そこのプールを利用できる」 

    bathe は自動詞(例:bathe in the sea「海で泳ぐ」). play も play in the swimming pool

になる 

(21)2「第三次世界大戦がもうすぐ起こるかもしれないと恐れている人がいるが,私はそうは

思わない」 

    doubt if...「…ということに対して疑いを持っている⇒…ではないと思う」 

(22)2「かなりの数の日本人女性が結婚を機に仕事を辞めてしまうのは,残念なことである」 

   quit「～をやめる,(人・組織)から離れる」 end up は「終える」retire from～ 

   「～を退職する,引退する」,withdraw from～「～から脱退する,引退する」 

(23)2「彼女は英語で日記をつけている」   keep one’s diary「日記をつける」 

(24)2「同意の合図として,人は通常うなずく」   nod one’s head 「うなずく」 

(25)3「彼女は生きている! 溺れかかっていたが、彼女の父親が助けたのだ」 

   drown「溺れ死ぬ」.2 や 4.では溺れ死んだことになる. 

(26)4「質問に答えるときは注意しなさい。不正確な答えは,大きな誤解につながるから」 

   lead to～「～につながる,～をもたらす」cause～「～を引き起こす」(他動詞), 

result in～「～という結果になる」 

(27)2「京都と奈良は毎年多くの旅行者を惹きつけている」 

   attract～「～を惹きつける」 appeal to～「～に訴えかける」 

(28)2「医学部を卒業した後,彼は開業した」 practice「(医師・弁護士)を開業する」 

 

(29)1「この大学に入学する人は誰でも,部活に入るものと思われている」 

   join 「～に参加する,加わる」 

(30)2「私には音楽を聞く耳がないので,その良い音楽と悪い音楽を区別することがで 

   きない」       tell... from～「…を～と区別する」 

 

 

― END ― 


