
Plus 不定詞  

1 ⇨そのまま覚えよう！ 

(1) happen to V 原形 「偶然～する」 

(2) come to V 原形 「～するようになる」 

 

2 ●S+be 動詞+to V の形をみたら考えること２つ！まずは①でだめなら②でトライ！ 

① S は～することだ。例 My dream is to become a doctor. 

② S は～することになっている。例 The next meeting is to take place in HK. 

⇨②の訳は参考書や問題集では予定、義務、可能の区分けがされているが、 

★すべて「～することになっている」で OK! 文脈で自然に予定か、可能か、義務か

明らかになるのでいちいち区分けする必要はない！ 

 

3  

(1) (a) 「疑問詞 SV」で名詞節を作る！ 

(b) 「疑問詞+to V 原形」で名詞のカタマリを作る！ 

   但し why to V のみ× 

(2) (b)  S is 難易を表す形容詞 to V （O抜け）「Sは～することに関して難しい/易しい」 

  例 The book is easy to read. 

(3) (a)  so 形容詞/副詞 that S V  

 ⇨so は「そんだけ」that は「どれだけ」を表す程度 

  (b)  too 形容詞/副詞 to V 「～するにはあまりに形容詞/副詞だ」 

(4) (a)  so 形容詞/副詞 that S V  

 ⇨so は「そんだけ」that は「どれだけ」を表す程度 

    (b)  so 形容詞 as to V= so 形容詞 that SV 

4 

(1)もとの文は You can change the world if you want to (change the world). 

   ⇨英語は効率性重視の言語なので(change the world)は省略！ 

(2)enough の２つの用法！⇨語順に注意！ 

① 形容詞/副詞 enough to V 「～するのに十分形容詞/副詞だ」 

You are old enough to travel alone. 

② enough 名詞「十分な名詞」 

 I have enough money to travel around the world. 

(3)(4)は文修飾の副詞用法 そのまま表現覚える！ 

(5) so as to V 原形「～するために」 

(6) in order to V 原形「～するために」 

 



Lesson 16  動名詞  

●動名詞は名詞のカタマリを作る！名詞なので文の中では登場の仕方は３パターン 

 ①主語（S）  Remembering people’s name is difficult. 

 ②目的語(O)  My brother enjoys playing golf. 

  ③補語(C)    My hobby is taking pictures. 

1 ⇨動名詞はそれぞれ文の中で S、O、C のいずれか。 

(1) She likes vising museums alone 

⇨likes（他動詞）のあとなので visiting museums alone は O 

(2) His job is selling fish. 

⇨is のあとなので selling fish は C 

(3) I am fond of reading mystery novels. 

⇨ of（前置詞）のあとなので reading mysterious books は前置詞の目的語 

(4) Dancing with friends is fun. 

⇨Dancing with friends は文頭なので S 

(5) My bike needs repairing. 

⇨need は他動詞！なので repairing は O 

2 ●動名詞の前に名詞もしくは代名詞の所有格や目的格が来ると、動名詞の意味上の主語

になる！ 

  例 I don’t like using my computer.   私は自分の PC を使うことが好きでない 

      I don’t like my brother using my computer. 私は弟が自分の PC を使うことを好ま

ない 
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(1) (a) be aware that sv 「sv ということに気付いている」 

(b) 「彼女は生徒たちに尊敬されていることに気付いている」の意味にしたい！ 

  ★being 過去分詞 「～されること」 

(2) (b) 「私は試験に合格したことに満足している」の意味にしたい。 

   ⇨I am satisfied with passing the exam. だと× なぜか。 

   ⇨満足していることより 試験に合格したことを前のことなので正解は 

   ⇨I am satisfied with having passed the exam. 

     ★having pp 「～したこと」 

(3) (b)「彼は自分が利己的でないと思っている」の意味にしたい。 

  ⇨「彼は自分が利己的であることを確信している」だと 

      He is sure of being selfish. 

    ⇨「利己的でないこと」にしたいので He is sure of not being selfish. 

     ★not ～ing 「～しないこと」not は～ing の直前につける！ 

 



(4) (b)「私は自分があなたのメールに返事をしなかったことを申し訳なく思っている」 

  ⇨まずは「私はあなたのメールに返事をしたことを申し訳なく思っている」を英文にす

ると？ 

  ⇨I am sorry for having replied to your e-mail. 

    ⇨次に「返事をしなかったこと」だから not を having replied の直前につける！ 

  ⇨I am sorry for not having replied to your e-mail. 

    ★not having 過去分詞 「～しなかったこと」 

  ★sorry ①謝罪 ②同情 

(5) (b)「私たちは彼がミーティングに遅刻したことを怒っている」 

   ⇨まずは「私たちが彼がミーティングに遅刻することを怒っている」を考える。 

   ⇨We are angry at his being late for the meeting. 

      ⇨次に「彼がミーティングに遅刻したことを怒っている」を考える。 

   ⇨We are angry at his having been late for the meeting. 

    ★「彼が～したこと」⇨his having 過去分詞 

(6) (b) 「私たちはけんじが先生に怒られたことに驚いた。」 

   ⇨まずは「私たちは先生に怒られたことに驚いた」を考える。 

⇨We were surprised at having been scolded. 

     ⇨次に「私たちはけんじが先生に怒られたことに驚いた」を考える。 

   ⇨We were surprised at Kenji having been scolded. 

     ★「けんじが怒られたこと」Kenji having been scolded 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 17  動名詞 2  

1 ⇨動名詞の重要表現は丸暗記するな！ 直訳から考えよ！ 

(6) There is no knowing the truth about the accident.  

⇨「～について知ることは全く存在しない」⇨「～について知ることはできない」 

★There is ～「～が存在する」 

 (2) It is no use waiting for her. 

⇨It は仮主語で waiting for her をさす。use は名詞で「有益」 

⇨「彼女を待つことは全く有益でない」⇨「彼女を待っても無駄だ」 

  (3)  John isn’t used to reading kanji. 

     ★used to の３つの用法チェック！重要！ 

   ①S used to V 原形 「以前はよく～した」 I used to smoke cigarette. 

      ②S is used to ～ing  「～することに慣れている」I am used to sleeping outside. 

      ③S is used to V 原形「～するために使われる」Many potatoes are used to cook the 

curry. 

  (4)  The snow kept the train from running. 

     ⇨keep A from ～ing 「A を～することから保つ」⇨A が～することを妨げる 

 (5)  I feel like crying loudly. 

     ⇨like は前置詞「～のように」 

  「私は大声で泣くことのような気分だ」⇨私は大声で泣きたい。 

 (6)  Would you mind calling me ～？ 

  ⇨ mind「嫌がる」 

  「あなたは私に電話することを嫌がりますか。」⇨「あなたは私に電話してくれませんか」 
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(1) I am looking forward to seeing you again. 

⇨to は前置詞だ！したがって前置詞のあとは必ず名詞つまり動名詞 seeing にする！ 

  「私はあなたにまた会うことに対して前を見ている」⇨「私はあなたにまた会うのを楽

しみしている」 

 (4) How about going shopping together?  

    ⇨about は前置詞！したがって前置詞のあとは名詞 or 動名詞にする必要がある！ 

⇨Dancing with friends は文頭なので S 

(2) (5) Mind  Enjoy  Give up  Avoid  Finish  Enjoy /Escape  Put off   Stop 

⇨これらの 「メガフェプス」の動詞のあとには～ing が目的語にくる！to V ではな

い！ 

例 〇I enjoyed studying Chinese.  ×I enjoyed to study Chinese.  

(3)  refuse（～を拒む）は 「～するのを拒む」と言いたいとき 

refuse to V の形をとる！refuse～ing の形× 



3 ●以下の 4 つの動詞は不定詞と動名詞の両方を目的語にとることができるが、意味が異

なる特別な動詞だから要注意！ forget / remember / regret / try 

① I’ll never forget meeting her.   「彼女に会ったことを忘れないだろう。」 

Don’t forget to meet her.     「彼女に会うことを忘れないで」 

② Do you remember locking the door? 「ドアを閉めたことを覚えていますか。」 

Please remember to lock the door.  「ドアを閉めることを覚えておいてね」 

   

(3(a) Would you mind closing the door?  

  あなたはドアを閉めるのを嫌がりますか。⇨あなたはドアを閉めてくれませんか。 

 (b) Would you mind my closing the door? 

    あなたは私がドアを閉めるのを嫌がりますか。⇨私がドアを閉めてもいいですか。 

⇨my が closing の意味上の主語 

●動名詞の前に名詞もしくは代名詞の所有格や目的格が来ると、動名詞の意味上の主語

になる！ 

  例 I don’t like using my computer.   私は自分の PC を使うことが好きでない 

      I don’t like my brother using my computer. 私は弟が自分の PC を使うことを好ま

ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 18  分詞   

●～ing の 3 用法のまとめ 

 ①名詞用法  Playing soccer is fun.     ⇨ 動名詞 

 ②形容詞用法  Look at the crying baby. ⇨ 分詞 

  ③副詞用法   Seeing a police, I ran away.⇨ 分詞構文 

●～ed/en の 2 用法のまとめ 

 ①形容詞用法 Look at the broken window.  ⇨分詞 

  ②副詞用法  Written in simple English, the book is easy to understand.⇨分詞構文 

……………………………………………………………………………………………………. 

★分詞⇨～ing、～ed/～en の形容詞用法の２つの用法 

 ①名詞修飾 A)前置用法 Someone is in the burning house! 

                         The police found the stolen money in the car. 

       B)後置用法 Who is the girl painting a picture over there? 

             The picture painted by a little girl won the contest. 

       ⇨～ing・～ed/en のあとに名詞や前置詞+名詞があるときは後ろから名詞を

修飾する。～ing・～ed/en が一語のときは前から名詞を修飾する。 

 ② C になる A) SVC の C になる He kept saying that he loved me. 

                                  His eyes remain closed. 

              ⇨このパターンをとる動詞 

1) become・getなどの「なる」系の動詞 

2) keep、remain などの「ままでいる」系の動詞 

3) look / seem などの「～に見える」系の動詞 

4) stand / sit などの状態を表す自動詞 

       B)SVOC の C になる He kept me waiting for forty minutes. 

                                  We usually keep the window closed. 

        ⇨このパターンをとる動詞 

1) find / keep (～を保つ)  /leave( ～を放置する) 

2) see / hear などの感覚系の動詞 

3) have /get 

………………………………………………………………………………………………………… 

1 分詞の「名詞修飾」⇨前置用法か後置用法かを考える！英文の和訳できるかチェック！ 

(1) 後置用法 The woman (smiling at us) is my mother.  

(2) 後置用法 The novels (written by him) were loved by a lot of people. 

(3) 後置用法 They couldn’t understand the language (spoken in the village.) 

(4) 後置用法 Look at the children (making a cake over there). 

(5) 後置用法 There is a concert hall( named after the famous musician). 



2 分詞の「名詞修飾」 ⇨ 感情を表す形容詞 

 ★その気分にさせるとき⇨～ing   その気分にさせられるとき⇨～ed/en 

 

 (1) Have you heard the exciting news? ⇨その気分にさせるから exciting 

  (2) The stadium was filled with excited football fans.⇨その気分にさせられるから

excited 

 (3) This must be a disappointing result for him. ⇨がっかりした気分にさせるから

disappointing 

  

3 分詞の「C」になる用法 ⇨SVC か SVOC のパターンかを考える！ 

                          見分け方は V に注目！ 

           ★SVC のパターンのときは V を be 動詞に置きかえて考えよう。 

            「～が…している」の関係成立なら～ing 

                        「～が…される」の関係成立なら～ed/en 

              ★SVOC のパターンのときはつぎのように考える。 

            「～が…する」の関係成立なら～ing 

                        「～が…される」の関係成立なら～ed/en 

 

 (1) He kept talking about his dream.  ⇨SVC の C の位置に～ing 

   ⇨kept を was に置き換え考えてみよう。そうすると He was talking だから正解は 

talking で決定！ 

    (2) Please remain seated. ⇨remain が「ままでいる」系なので SVC のパターン 

     ⇨ 次に remain を be に置き換えよう！seat は「～を着席させる」の意味だから 

   「着席させられてください」⇨「着席してください」なので seated が正解！ 

   (3) They stood looking at each other for a moment.⇨stand が状態を表す動詞なので

SVC のパターン 

     ⇨ 次に stood を were に置き換えよう！そうすると They were looking at ～になる

ので正解は looking! 

    (4) The Prime Minister came surrounded by reporters. ⇨come が自動詞なので SVC

のパターン 

   ⇨次に came を was に置き換えて意味を考えよう！そうすると The PM was 

surrounded か The PM was surrounding がどちらがよいかを考える。  

    (5) leave に注目！keep / leave / find の形をみたら keep/leave/find 名詞+～ing/～edの

形を考える！次に「名詞が～する」の関係が成りたつので正解は running 

 

 



4  並びかえ英作文はセットを作り、残り物を整理する！  

(1) leave に注目！ keep/ leave/ find のいずれかを見た瞬間、 

         keep/ leave /find+名詞+～ing or ～ed の形を予測する！             

                  訳し方は「名詞が～している/される状態を保つ、放置する、見つける」  

         つまり SVOC で訳せ！ 

 解き方：①まずは had better leave のセットを作る。 

     ②次に locked / the door / leave の残り物を整理する。 

 

(2)  解き方 ①まずは spoken in Austria のセットをつくる。 

      ②次に is / the language / what の残り物を整理する。 

 

(3)  see に注目！ see/ hear/ feel を見た瞬間、考えることは 

         see/ hear / feel 名詞 ～ing/～ed の形を予測する。 

        訳し方は「名詞が～している/されるのを見る、聞く、感じる」 

 

(4)  解き方：①まずは wearing glasses のセットを作る。 

      ②次に残り物の waiting / for / is を整理する。 

 

Try：keep を用いてやってみよう！keep 名詞+～ing/～ed の形を用いてやってみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 19  分詞   

●～ing の 3 用法のまとめ 

 ①名詞用法  Playing soccer is fun.     ⇨ 動名詞 

 ②形容詞用法  Look at the crying baby. ⇨ 分詞 

  ③副詞用法   Seeing a police, I ran away.⇨ 分詞構文 

●～ed/en の 2 用法のまとめ 

 ①形容詞用法 Look at the broken window.  ⇨分詞 

  ②副詞用法  Written in simple English, the book is easy to understand.⇨分詞構文 

……………………………………………………………………………………………………. 

1  英語は動詞がそのあとにくる形を決定！特に get/ have / see / hear / make は重要！ 

(1) (4) got に注目！getを見たら次の３つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①get 名詞 ～ed  例 I got my car repaired. 

    ②get 名詞  ～ing      The comedian got the people laughing 

    ③get 名詞 to V        I got the doctor to see my leg. 

   ★英語は動詞がそのあとにくる形を決定する！ 

  解き方：「名詞が～される」の関係成立なら get 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら get名詞 ～ing 

 

(2)  have に注目！have を見たら次の３つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①have 名詞 ～ed  例 I had my car repaired. 

    ②have 名詞  ～ing      The comedian had the people laughing 

    ③have 名詞  V 原形        I had the doctor see my leg. 

   ★英語は動詞がそのあとにくる形を決定する！ 

  解き方：「名詞が～される」の関係成立なら have 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら have 名詞 ～ing 

(3) (6)see / hear に注目！see / hear を見たら次の３つの形を予測する。いずれも SVOC で

訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①see/ hear 名詞 ～ed  例 I heard my name called. 

    ②see/hear 名詞  ～ing      I saw a man crossing the street. (一部のみみた) 

    ③see/hear  V 原形         I saw a man cross the street. （一部始終みた 

   ★英語は動詞がそのあとにくる形を決定する！ 

  解き方：「名詞が～される」の関係成立なら see/hear 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら see/hear 名詞～ing 



(5) make に注目! make を見たら次の 2 つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①make 名詞 V 原形  例 My mother made me go to a cram school. 

    ②make 名詞 ～ed/ ed   例 I couldn’t understand myself understood. 

 解き方：「名詞が～される」の関係成立なら make 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら make 名詞 V 原形 
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●分詞構文 ＝～ing &～ed/en の副詞用法 

★文中での登場の仕方 3 パターンと訳し方 

①～ing/～ed , SV.   「～して/されて SV」  例 Smiling brightly, she gave me a present. 

②S, ～ing/ed , V 「Sは～して/されて V」The girl, standing on the desk, waved  

her hand 

③S V , ～ing/ed  「S は V だ。そして～した。/された。」 

                                      My mother was cooking dinner, singing a song 

 

★作り方 3 ステップ 

①接続詞を消す。 

②従属節の S と主節の Sをチェック！ 

 同じ⇨従属節の S を消す。 

 違う⇨従属節の S を残す。 

③従属節の V と主節の V の時制をチェック！ 

 同じ⇨従属節の V を Ving にする。 

 従属節の V が一つ前⇨従属節の V を having 過去分詞にする。 

④being が文頭に来る際には being を省略 

 

2 (3)  「彼女の好きな歌を歌いながら、彼女は自分の車を洗い始めた」を英文にすると？ 

 (4)  「佐藤さんは帰宅して、ラジオをつけた」を英文にする。 
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● 解き方： ～ing /～ed… , SV . 

①S を文頭に持ってくる。 

②「S が～するの」の関係成立⇨ ～ing 

  「S が～される」の関係成立⇨ ～ed 

(1) 解き方：I を先頭に持ってくる。次に「私は映画を見る」の関係成立する。したがって

seeing が正解！ 

(2) They を (       )の前に持ってくる。次に「彼らは振る」の関係成立なので waving! 

(3) the rock を先頭に持ってくる。次に「その岩が遠くから見られる」の関係成立なので

seen が正解！ 

(4) I を先頭に持ってくる！次に「私は笑われる」の関係成立なので laughed が正解！ 

(5)he を先頭に持ってくる。次に「彼はリンゴを取り出す」の関係成立なので taking! 

(6)the scientist を先頭に持ってくる。次に「科学者が諦める」の関係成立なので giving! 

  最後に「～しないで」の意味にしたいの giving の前に not を付ける！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plus 分詞   

●～ing の 3 用法のまとめ 

 ①名詞用法  Playing soccer is fun.     ⇨ 動名詞 

 ②形容詞用法  Look at the crying baby. ⇨ 分詞 

  ③副詞用法   Seeing a police, I ran away.⇨ 分詞構文 

●～ed/en の 2 用法のまとめ 

 ①形容詞用法 Look at the broken window.  ⇨分詞 

  ②副詞用法  Written in simple English, the book is easy to understand.⇨分詞構文 

……………………………………………………………………………………………………. 

●分詞構文 ＝～ing &～ed/en の副詞用法 

★文中での登場の仕方 3 パターンと訳し方 

①～ing/～ed , SV.   「～して/されて SV」  例 Smiling brightly, she gave me a present. 

②S, ～ing/ed , V 「Sは～して/されて V」The girl, standing on the desk, waved  

her hand 

③S V , ～ing/ed  「S は V だ。そして～した。/された。」 

                                      My mother was cooking dinner, singing a song 

 

★作り方 3 ステップ 

①接続詞を消す。 

②従属節の S と主節の Sをチェック！ 

 同じ⇨従属節の S を消す。 

 違う⇨従属節の S を残す。 

③従属節の V と主節の V の時制をチェック！ 

 同じ⇨従属節の V を Ving にする。 

 従属節の V が一つ前⇨従属節の V を having 過去分詞にする。 

④being が文頭に来る際には being を省略 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1 作り方ステップをチェック！ 

(1) ステップ③をチェック！従属節の動詞の時制 worked が過去形！主節の動詞 is の時制

が現在形だ！したがって従属節の動詞の時制が一つ前なので Having worked～にする  

(3) ステップにしたがうと、正解は Watching the movie with him, I fell asleep.になる。 

  しかし、(     )がもう一つあるのでどうするか。 

  正解は While watching the movie with him , I fell asleep. 

   ★接続詞 While のあとは S+be 動詞を省略できる！ 

 



2  独立分詞構文 「～ing.., SV」 の～ing の前に漠然とした人々を表す they が省略され

ていると考える！ 表現をそのまま覚える！ 

(1) Frankly speaking, SV…  「率直にいって、SV」 

(2) Speaking of ～, SV 「～と言えば、SV」 

(3) Generally speaking, SV 「一般的に言って、SV」 

(4) Judging from ～, SV    「～～判断すると SV」 

 

3  

● 付帯状況の with の 3 パターン 

①with 名詞 +～ing   「名詞が～している状態で」 

  ②with 名詞 + ～ed/en  「名詞が～された状態で」 

   ③with 名詞 + 前置詞+名詞 「名詞が前+名の状態で」 

 ⇨名詞とそのあとの～ing/～ed/前+名との間に SV の関係が成りたつ！ 

 

4 

(1)  go～ing 「～しに行く」⇨そのまま表現で覚えよう！ 

(2)  be busy ～ing 「～で忙しい」⇨そのまま表現で覚えよう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Further Exercise 準動詞(不定詞・動名詞・分詞) 

1 

(1) see に注目！see / hear を見たら次の３つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①see/ hear 名詞 ～ed  例 I heard my name called. 

    ②see/hear 名詞  ～ing      I saw a man crossing the street. (一部のみみた) 

    ③see/hear  V 原形         I saw a man cross the street. （一部始終みた 

   ★英語は動詞がそのあとにくる形を決定する！ 

  解き方：「名詞が～される」の関係成立なら see/hear 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら see/hear 名詞～ing 

(2) make に注目! make を見たら次の 2 つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①make 名詞 V 原形  例 My mother made me go to a cram school. 

    ②make 名詞 ～ed/ ed   例 I couldn’t understand myself understood. 

 解き方：「名詞が～される」の関係成立なら make 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら make 名詞 V 原形 

 

(3) look forward to ～ing 「～を楽しみに待つ」★to は前置詞だから前置詞のあとは名詞

or 動名詞！ 

(4) ●以下の 4 つの動詞は不定詞と動名詞の両方を目的語にとることができるが、意味が異

なる特別な動詞だから要注意！ forget / remember / regret / try 

①Do you remember locking the door? 「ドアを（過去に） 

閉めたことを覚えていますか。」 

②Please remember to lock the door.  「ドアを(これから) 

閉めることを覚えておいてね」 

  ⇨これからのことなので remember のあとは to V 

(5) Mind  Enjoy  Give up  Avoid  Finish  Enjoy /Escape  Put off   Stop 

⇨これらの 「メガフェプス」の動詞のあとには～ing が目的語にくる！to V ではな

い！ 

例 〇I enjoyed studying Chinese.  ×I enjoyed to study Chinese.  

 

(6)of に注目！前置詞のあとは動名詞 or 名詞！ また文末の healthy に注目！ 

healthy 形容詞であることに注目すると動名詞の形に変える必要がある。 

 

 

 



(7) have に注目！have を見たら次の３つの形を予測する。いずれも SVOC で訳せ！ 

  SVOC の訳し方「Sが V する。Oが C だという状況を」 

  ①have 名詞 ～ed  例 I had my car repaired. 

    ②have 名詞  ～ing      The comedian had the people laughing 

    ③have 名詞  V 原形        I had the doctor see my leg. 

   ★英語は動詞がそのあとにくる形を決定する！ 

  解き方：「名詞が～される」の関係成立なら have 名詞 ～ed 

          「名詞が～する」の関係成立なら have 名詞 ～ing 

(8) 

● 解き方： ～ing /～ed… , SV . 

①S を文頭に持ってくる。 

②「S が～するの」の関係成立⇨ ～ing 

  「S が～される」の関係成立⇨ ～ed 

 解き方：he を先頭に持ってくる。次に「彼が動物に興味を持つ（持たせられる）」の関係

成立する。したがって Interested が正解！ ★interest A「A に興味を持たせる」 

 

2 

(1)「疑問詞+to V 原形」で名詞のカタマリを作る！★名詞句節６つチェック！ 

 但し why to V のみ× 

(2) happen to V 「偶然～する」 

(3) 強制、要請、許可、可能の動詞をみたら考えることは２つ！ 

Point! ①SVO to V の形をとる！ 

② SVOC で訳す。「SV する。O が V するということを」 

 ★強制 force / compel/ tell  ★ 要請 ask / require/request ★許可 allow / permit 

   可能 enable 

(4) How about～ing？「～するのはいかがですか」★about は前置詞だから前置詞のあとは 

  名詞か動名詞！ 

(5) 基本形 It is 形容詞 for 人 to V 「人が～することは形容詞だ。」 

 但し形容詞が人物評価を表す形容詞の時は for のかわりに of を用いる。 

  応用形：It is 人物評価を表す形容詞 for A to V 「人が～するとは形容詞だ」 

(6) feel like ～ing 「～したい気分だ」★like は前置詞「～のような」 

 したがって前置詞のあとは名詞 or 動名詞！ 

 

 

 

 



3 

(1) mind に注目！mind は「嫌がる」次の２つの意味の違いは？⇨直訳してみよう！ 

★Would you mind opening the window? ⇨窓をあけるのは「あなた」 

  Would you mind my opening the window? ⇨窓をあけるのは「私」 

(2) 

★used to の３つの用法チェック！重要！ 

   ①S used to V 原形 「以前はよく～した」 I used to smoke cigarette. 

      ②S is used to ～ing  「～することに慣れている」I am used to sleeping outside. 

      ③S is used to V 原形「～するために使われる」Many potatoes are used to cook the 

curry. 

(3)  keep/ leave/ find のいずれかを見た瞬間 2 つを考える！ 

   ①keep/ leave /find+名詞+～ing or ～ed の形を予測する！             

      ②SVOC で訳せ！ 

訳し方は「名詞が～している/される状態を保つ、放置する、見つける」  

   ③「名詞が～する」の関係成立なら～ing、「名詞が～される」の関係成立なら～ed        

(4) 分詞の名詞修飾の用法 

 名詞修飾 A)前置用法 Someone is in the burning house! 

                         The police found the stolen money in the car. 

      B)後置用法 Who is the girl painting a picture over there? 

             The picture painted by a little girl won the contest. 

⇨～ing・～ed/en のあとに名詞や前置詞+名詞があるときは後ろから名詞を修飾する。 

～ing・～ed/en が一語のときは前から名詞を修飾する。 

(5) enough の２つの用法！⇨語順に注意！ 

③ 形容詞/副詞 enough to V 「～するのに十分形容詞/副詞だ」 

You are old enough to travel alone. 

④ enough 名詞「十分な名詞」 

 I have enough money to travel around the world. 

(6) 動名詞の前に名詞もしくは代名詞の所有格や目的格が来ると、動名詞の意味上の主語に

なる！ 

  例 I don’t like using my computer.   私は自分の PC を使うことが好きでない 

      I don’t like my brother using my computer. 私は弟が自分の PC を使うことを好ま

ない 

 

 

 

 



4 

(1)(2) ●断定を避ける表現 It seems that SV / It appears that SV 

   書き換え 4 パターン 

① It seems that he is sick.   (時制が同じときは書き換えるとき to V) 

      =He seems to be sick. 

    2   It seems that he was sick.(時制が異なるときは書き換える際 to have 過去分詞) 

       = He seems to have been sick. 

  3   It seemed that he was sick. （時制が同じときは書き換えるとき to V） 

    =He seemed to be sick. 

    4  It seemed that he had been sick(時制が異なるとき書き換える際 to have 過去分詞 

     =He seemed to have been sick. 

(3)There is no knowing the truth about the accident.  

⇨「～について知ることは全く存在しない」⇨「～について知ることはできない」 

★There is ～「～が存在する」 

 

(4) 付帯状況の with の 3 パターン 

①with 名詞 +～ing   「名詞が～している状態で」 

  ②with 名詞 + ～ed/en  「名詞が～された状態で」 

   ③with 名詞 + 前置詞+名詞 「名詞が前+名の状態で」 

 ⇨名詞とそのあとの～ing/～ed/前+名との間に SV の関係が成りたつ！ 

 ★「足がクロスされた状態で」だからどうなるか。 

 

(5)  S is 難易を表す形容詞 to V （O 抜け）「S は～することに関して難しい/易しい」 

  例 The book is easy to read. 

     ★V のあとは必ず O 抜け！ 

(6) S+be 動詞+to V の形をみたら考えること２つ！まずは①でだめなら②でトライ！ 

③ S は～することだ。例 My dream is to become a doctor. 

④ S は～することになっている。例 The next meeting is to take place in HK. 

⇨②の訳は参考書や問題集では予定、義務、可能の区分けがされているが、 

★すべて「～することになっている」で OK! 文脈で自然に予定か、可能か、義務か

明らかになるのでいちいち区分けする必要はない！ 

 

 

 

 

 



5 

(1)「彼らは娘がピアノの大会で優勝したことを誇りに思っている」 

   ⇨まずは「彼らはピアノコンテストで優勝したことを誇りに思っている」を考える。 

    They are proud of having won the piano contest. 

      ⇨次に「娘が優勝したことを」を考える。⇨動名詞の前に their daughter をつける。 

    They are proud of their daughter having won the piano contest. 

     

(2)  ★so 形容詞/副詞 that S V  

    ★too 形容詞/副詞 to V 「～するにはあまりに形容詞/副詞」 

  ★「～が…する」にしたいときは to V の前に for A を付ける！ 

(3) (4) 

★作り方 3 ステップ 

①接続詞を消す。 

②従属節の S と主節の Sをチェック！ 

 同じ⇨従属節の S を消す。 

 違う⇨従属節の S を残す。 

③従属節の V と主節の V の時制をチェック！ 

 同じ⇨従属節の V を Ving にする。 

 従属節の V が一つ前⇨従属節の V を having 過去分詞にする。 

④being が文頭に来る際には being を省略 

  

 

5 

(1) find/ think it 形容詞 to V ⇨it は仮目的語で itは to V 以下を指す。 

 ⇨SVOC で訳せ！訳「～することが形容詞だと思う」   

 ⇨英語では主語や目的語が長いのを嫌うので長いときは仮主語や仮目的語の itを使う 

 

(2) ～するために（目的） in order to V  /  so as to V 

(3) Needless to say, SV 「言うまでもなく、SV」 

 ★～ing… を文頭にみたら考えること！⇨そのあと , （コンマ）があるか探せ！ 

  ①～ing… V  ～することは V  例 Speaking English is fun. 

    ②～ing.. ,  SV  「～して SV」  例 Seeing a police, I ran away. 

(4) It is no use waiting for her. 

⇨It は仮主語で waiting for her をさす。use は名詞で「有益」 

⇨「彼女を待つことは全く有益でない」⇨「彼女を待っても無駄だ」 

  


