
 - 41 - 

ほとんどの人はダーウィンを生物学の父だと思っている。 

この夏はロンドンに行くつもりだ。 

(230) abandon We had no choice but to abandon our plan.<SVO> 

計画を断念する以外手の打ちようがなかった。 

(231) have He has a big nose.<SVO> 

We had a lot of rain last year.<SVO> 

I have breakfast every day.<SVO> 

I had my mother wash my shoes.<SVOC(=原形)> 

I had my hair cut at the barber’s.<SVOC (=V.p.p)> 

If you make such a noise, you’ll have the neighbors complaining. 

<SVOC(=Ving)> 

cf1. I have made up my mind.<完了を作る助動詞：文型に関係なし> 

cf2. We had to go home.<助動詞 have to> 

cf3. You don’t have to stay here.<助動詞 don’t have to> 

cf4. I have him when it comes to sport.<SVO> 

cf5. Gossip has it that they are getting divorced.<have it that SV> 

cf6. I had the car at the price.<SVO>(動作動詞) 

彼の鼻は大きい。 

去年はたくさん雨が降った。 

私は毎日朝食を食べている。 

お母さんに自分のくつを洗ってもらった。 

床屋で髪を切ってもらった。 

そんな音を立てると近所の人が苦情を言うだろう。 

cf1. もう決心はできています。 

cf2. 我々は家に帰らなくてはならなかった。 

cf3. 君はここにいなくてもよい。 

cf4. ことスポーツのことになると私は彼より上だ。 

cf5. 噂によればあの二人は離婚しそうだということだ。 

cf6. 私はその額で車を買った。 

(232) resign My father resigned his post in favor of his juniors.<SVO> 

父は辞任して後進に道を譲った。 

(233) finish Please finish the job in two days.<SVO> 

Wait a moment. I have to finish washing the dishes first. 

<SVO(=Ving)> 

二日でその仕事を終わらせてほしい。 

少し待ってね。まず先に皿洗いを終わらせないと。 

(234) adopt His plan was unanimously adopted.<SVO> 

彼の案は満場一致で採択された。 

(235) respect He respects his parents.<SVO> 
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Everyone should respect another’s privacy.<SVO> 

彼は両親を尊敬している。 

他人のプライバシーは尊重すべきだ。 

(236) marvel I can only marvel at your talent.<SV> 

あなたの才能には驚くほかありませんね。 

(237) confront A great difficulty confronted the citizens.<SVO> 

The researchers were confronted with a dilemma.<SVO> 

市民たちは難しい問題に直面していた。 

学者たちは一つのジレンマに突き当たっていた。 

(238) attempt The detective attempted to know his client’s hidden intention. 

<SVO(=to V)> 

The wife attempted the perfect murder of her husband.<SVO> 

探偵は彼の雇い主の明かさない意図を知ろうとした。 

妻は夫を完全殺人で殺そうとした。 

(239) run I ran for my life.<SV> 

This watch doesn’t run well.<SV> 

The river has run dry because of the lack of rain in the area.<SVC> 

My parents run a farm.<SVO> 

You should run the risk of failure if you want to succeed at all.<SVO> 

私は命がけで逃げた。 

この時計は調子が悪い。 

その地方の旱魃のせいでその川は枯れていた。 

私の両親は農家を経営している。 

成功したいなら、失敗する可能性は覚悟しなくちゃね。 

(240) cost The book cost me $10.<SVO1O2> 

A moment’s hesitation may cost a fighter-pilot his life.<SVO1O2> 

その本は10ドルだった。 

戦闘機では、一瞬のためらいは死を意味することがある。 

(241) hang A picture was hung on the wall.<SVO> 

The man was hanged without a trial.<SVO> 

絵が1枚、壁にかかっていた。 

その男は裁判もしてもらえずに吊るし首になった。 

(242) buy I bought the book for $10.<SVO> 

He bought me some food and drink at the restaurant.<SVO> 

私はその本を十ドルで買った。 

彼はそのレストランで私に食べ物と飲み物を奢ってくれた。 

(243) frustrate The students were frustrated by the result of the exam.<SVO> 

その学生たちは試験の結果に不満だった。 


