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Chapter.5 準動詞 

Chapter.5 のテーマ演習 

★ 一語補うと正常な英文となる。その語と直前の一語を記せ。 

 The old lady is said to burst into tears when her daughter read 

her the letter from the wife of her dead son.     (東大) 
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=５．準動詞= 

〔Ⅰ〕準動詞基本概観 

準動詞は、動詞の性質を残しながら（目的語、補語などをとり、

副詞の修飾を受ける）、他の品詞の働きをするもので、不定詞、動

名詞、分詞がこれに含まれる。不定詞は、名詞、形容詞、副詞の

機能、動名詞は、原則、名詞で、限定的に形容詞の働きも果たす。

分詞は、受動態、進行形で使われる以外では、形容詞、副詞（分

詞構文）としての機能が重要である。 

 
〔Ⅱ〕不定詞 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            

  

 

＝形 to V＝ 

前置詞 toによって動作に向かうというイメージを与えるこ

の成り立ちから未来性を帯びるという性質を持つ。  

 働き   ○名詞：S,O,C として働く「V すること」 

 ○形容詞：名詞を説明する「V するための、V

するべき、V する～」 

 ○副詞：主に動詞を説明する 
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【１】不定詞の名詞的用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

■不定詞の名詞用法と動名詞の違い(動詞の目的語として働く場

合 ) 

〈１〉不定詞を目的語とする動詞 

願望、意図、目的は未来のことがらなのでその意味を示す

動詞は、不定詞を目的語として取る傾向にある。 

※この種の頻出動詞 

desire, wish, want, intend, mean, decide + to V 

動作を示す場合は動名詞でなく to V を目的語とする。 

◆例 

  I intended to come back early because my 

roommate was sick. 

同室者が病気だったので早く帰るつもりだった 

〈２〉動名詞を目的語とする動詞 

一旦動作を始めなくては出来ない動きを意味する動詞は、

動名詞を目的語とする。ただし、それだけで説明できない

ものもあるので注意。 

※この種の頻出動詞 

動名詞も名詞として用いられるために、その意味上の違い

を意識しておくべきである。 

一般に不定詞は未来性、動名詞は過去性を帯びているといわ

れる。(重要ポイント) 

更にまとめると、不定詞は、①未来性 ②能動性 ③特定性 

を帯びる。一方、動名詞は、①過去性 ②受動性 ③一般性

を帯びる。これらの性質は、表面化しない場合もある。 
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 finish, stop, enjoy, practice, mind ,avoid + Ving 

◆ 

  I stopped playing the game because it was already 

time to go home. 

「もう家に帰る時間だったのでそのゲームをするのを止め 

  た」 

■解説 

stop to V は、to V が目的を示す副詞的用法の場合、「V する

ために立ち止まる、手を止める」の意味を表す。特に、stop to 

think は、考えるためにやっていることを止める、意味で「改

めて（じっくり）考える｣と訳すとうまくゆくことが多い。 

◆例  

彼女は、その男を見ようと立ち止まった。 

  She stopped to see the man. 

◆例題１  

彼は、彼らの関係についてじっくりと考えた事はなかった。 

 ◇解答 

He never stopped to think about their relationship. 

 

〈３〉動名詞と不定詞の両方を目的語とするが、それぞれで意味

が異なる動詞 

未来性と過去性が意味の上に顕れる。  

v + to V  :  V はまだしていないことを示す 

v + Ving : すでにその動作をしてしまったことを示す 
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◎頻出表現１ 

try to V  「 V しようとする」 

try Ving 「試しに V してみる」 

◆例 

I tried to call her, but couldn't. 

私は彼女に電話しようとしたが出来なかった。 

I tried calling her, but she didn't answer. 

私は彼女に電話してみたが彼女は出なかった。 

 

◎頻出表現２ 

remember to V 「V すべきことを覚えてい   

                  る」 

remember Ving 「V したことを覚えている」 

（remember having pp も同じ意味で使われる） 

◆例 

I remembered to call her. 

「私は、彼女に電話すべきことを覚えていた」 

I remembered calling her. 

「私は、彼女に電話したことを覚えていた」 

 

◎頻出表現３ 

forget to V  「V すべき事を忘れる」 

forget Ving  「V したことを忘れる」  

（forget having pp も同じ意味で使われる） 

◆例 

I forgot to tell her about the problem, and she got angry. 
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私は、彼女にその問題について話すのを忘れたので、彼女は

腹を立てた。 

  I forgot telling her about the problem, and told her the 

same things. 

私は、彼女にその問題について話したことを忘れ、同じこと

を話した。 

 

◎頻出表現４ 

regret to V  「V しなくてはならないことを残念に思う、 

        残念ながら V しなくてはならない」 

regret Ving  「V したことを後悔する」 

（regret having pp も同じ意味で使われる） 

◆例 

We regret to finish this meeting. 

残念ながらもうこの会合を止めねばなりません。 

We regret leaving her there. 

我々は、彼女をそこに置き去りにしたことを後悔している。 

 ◆例題２ 括弧内の動詞を文脈にあった形になおそう。  

１．I remember（visit her）tomorrow. 

２．I remember（visit her）yesterday. 

 ◇解答 

１．to visit her ←tomorrow とあるから未来性  

２．visiting her ←yesterday とあるから過去性 

 ◆例題３ 文脈から不自然と思われる箇所をなおそう。 

Because I forgot locking the door, someone entered the 

room and stole the money. 
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 ◇解答 

forget to lock（鍵を掛けないまま忘れた）に直す← forget 

locking だと鍵は掛けたことになり、そこに誰かが侵入する

のは不自然。鍵は掛けていなかったほうが自然であるから。 

 ◆例題４ 英訳しなさい 

１．残念ながら、もう行かなくてはなりません。 

  ２．私は、彼の話をもっと聞いてあげれば、と後悔した。 

 ◇解答 

１．I regret to leave now. 

２．I regretted not having listened to him more. 

 

★重要ポイント 

regret Ving の場合｢V していればなあと後悔する｣という反現

実の願望は示さない。実際にしたことを後悔する。ここでも実

際には「話をもっと聞いてやらなかった」わけで、そのことを

後悔するのである。 

 ｢V していればなあと後悔する｣という反現実の願望は、 

wish＜仮定法＞の形を用いる ➛ Chapter 9 仮定法を参照 
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【２】不定詞の形容詞的用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例題５ 誤りを正す 

１．I have no money to buy the house. 

２．They have no house to live. 

３．There is no place to sleep. 

 ◇解答 

１．I have no money to buy the house with 

←moneyを buy the house につけるには with money の

＝形：名詞 + to  V＝ 

名詞と V の意味上の関係が以下のように決まっている 

１）ＳとＶの関係：I have a friend to help me. 

「私には、私を助けてくれる友人がいる」 

→ 友人が私を助ける The friend helps me. 

２）O とＶの関係：I have a friend to help. 

「私には，助けてやらなくてはならない友人がいる」 

 → 私が友人を助ける  I help the friend 

３）名詞がＶ＋前置詞の目的語：I have a friend to talk to  

  「私には話し相手になってくれる友人がいる」 

  → 私が友人に話しかける I talk to the friend 

他に同格等もあるが、注意すべきは以上である。  

◆２）の様に見えて、本来は３）の形にすることで解く設

問がある。 

   解法→不定詞部分をその名詞が目的語等としてすん

なり入ることの出来る形(前置詞などで補う)にする。 
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形にしなくてはならない。buy the house with money から、

money を前に出す。 

  ２．They have no house to live in 

←live in the house の形より（1.の場合と同様） 

  ３．There is no place to sleep at 

←sleep at the place の形より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆例題６ 英訳しなさい 

ボールペンを持ってくるのを忘れました。何か書くものを貸

してくれませんか。 

 ◇解答 

I have forgotten to bring a ball-point pen. Could you 

lend me something to write with ? 

◆例題７ 誤りを直そう 

I lost my ball-point pen. I need something to write. 

★重要ポイント＝「何か書くもの」の表現＝ 

something to write with：somethingはwrite withの目的

語。with は、手段をしめすから、この表現は筆記用具、具

体的にはペンなどの書くもの。通常は、この意味が多い。 

※参考 

something to write：もともと write something だから、

something は、write の目的語、書かれる内容を示す。こ

の 表 現 も 存 在 す る 。 The author was looking for 

something to write. 「その作家は書くべきことを探して

いた」 
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僕はボールペンを無くした。何か書くものが必要だ。 

◇解答 

something to write → something to write with 

 

 

【３】副詞的用法：主に動詞の説明をする 

〈１〉動詞の示す動作の目的を示す不定詞 

Ｓ＋Ｖ so as /in order to V’ 

「V’するために S は V する」 

◆例 

彼は、その政治家と会うためにニューヨークまで行った。 

He went to New York in order to meet the politician. 

 

★重要ポイント 

「V するために」を示すときは、in order や so as は、つけて

もつけなくても良いが、 

「V しないように、V しないために」を示すときには in order や

so as が原則的に必要になる。 

→ in order /so as + not to V 

◆例 

彼は、その列車に遅れないように急いだ。 

He hurried so as not to miss the train. 

                必須 

ただし、「V しないように気をつける」を示す場合は 

be careful not to V 

take care not to V 



 100 

と直接 not to V の形を取ることができる。 

 ◆例    

彼は、その犬を起こさないように注意した。 

He was careful not to wake the dog. 

 ◆例題８ 間違いを直そう 

She took a taxi not to be late. 

 ◇解答 

  not to be late「遅れないように」なので so as か in order

が必要  

→She took a taxi so as not to be late 

 

〈２〉動詞の示す動作の結果を示す不定詞 

Ｓ+ V    to V’ 「S は V して結果 V’する」 

には、慣用的な定型が多い。 

①S  grow up to be～    「成長して～になる」 

② S + V, only to V’      「S は、V して結局 V’する」 

③ S + V, never to V’   「S は、V して二度とは V’し 

                ない」       

④ S + wake up to find …..  「S は、目を覚まして～で 

  awake  あることに気がつく」 

⑤S+ live to r       「S は、V するまで生きる」 

 ◆例 

その女の子は、成長して人気作家となった。 

The girl grew up to be a popular writer. 

    彼は、彼女に会おうとしたが、結局出来なかった。 

 He tried to see her, only to fail 
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彼女は、家を出て彼らとは二度と会わなかった。 

She left home, never to see them again. 

私は、目を覚ますと彼女が行ってしまったのに気がついた。 

I woke up to find she was gone. 

彼は、その橋が完成するのを見るまでは生きなかった。 

He didn't live to see the bridge was completed. 

◆例題９ 英訳しなさい 

１．私は、彼女の電話番号を手に入れようとしたが、だめだ

った。 

２．彼女は､イタリアに行ったきり二度とは帰らなかった。 

３．翌朝目を覚ますと､見知らぬ家で寝ているのに気が付いた 

４．その女優は､百歳まで生きた。 

◇解答 

１．I tried to get her phone number, only to fail. 

２．She went to Italy, never to return. 

３．The next morning, I woke up to find myself lying at a 

strange house. 

４．The actress lived to be one hundred years old. 

 

〈３〉感情の原因 

be 感情を示す形容詞、分詞 to V 

「V して～と感じる」      ※感情以外の原因は示せない。 

◆例 

He was surprised to see me there. 

「彼は、私にそこで会って驚いていた」 
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〈４〉判断の根拠 

 S can’t be   C   to V 

    must be 

 「S は、V するとは、C であるはずがない/C に違いない」 

◆例 

She must be smart to solve this question. 

「この問題を解くなんて彼女は、頭がいいに違いない」  

 

 

〔Ⅲ〕分詞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝分詞とは何か＝ 

       ３）副詞（句）：分詞構文   

        

形容詞←―――分詞――――→ 動詞    

２）名詞の説明          １）受動態、進行形 

 

図のように、１）動詞寄り、２）形容詞的用法、３)副詞句

=分詞構文といった用法がある。 

受動態、進行形の分詞は１）、名詞を説明する（限定用法、

叙述用法共に）のが２）の用法。３）から分かるように、分

詞構文の分詞は副詞句である。 

２）、３）において特に重要なのが現在分詞と過去分詞の意

味の違いを区別できることである。 
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【１】現在分詞と過去分詞 

 

 

 

 

 

 

◆例 

The game is exciting. 

「その試合は、わくわくさせてくれるものであった」 

※試合がわくわくしているわけではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例 

The spectators were excited. 

  観客は、興奮していた。          

 

 

＝現在分詞＝ 

▼a singing bird→bird が sing していることを示している。  

現在分詞：→意味の上で、名詞（主語）＋Ｖである、つま

り名詞が動作 V の主体であることを示す記号である。   

＝過去分詞＝ 

▼sung songs→songs が sing された、されてしまったこと

を示す。         「歌われた歌」 

過去分詞：→意味の上で、Ｖ＋名詞（目的語）である、つ

まりこの名詞が動作を受けているか、受けて

しまった状態にあることを示す記号である。 
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例題 10 間違いを直そう。 

1. She is surprising. 

彼女は驚いている。 

2. The teacher was disappointing with the result. 

その教師は、その結果にがっかりしていた。 

 

解答 

1. She is surprised. 

★重要ポイント 

感情表現を示す動詞の過去分詞は人間の心理状態を直接

示すことが殆ど。 

 ◆例 surprised    「驚いている」 

     satisfied     「満足している」 

     delighted    「大喜びしている」 

     disappointed   「がっかりしている」 

 

 英語では感情を示す動詞が人にある感情を催させることを

示すものが多いことが理由。Surprise は「驚く」でなく「（人

を）驚かす」という他動詞である。だから surprising は、「驚

いている」ことではなくむしろ「他の人や存在を驚かすよう

な」の意味になる。もしも surprise が「驚く」という自動詞

の意味があれば surprising は、「驚いている」を意味してい

たはずだが、実際にはそうでなない。 
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surprise は 、 他 の 存 在 人 を 驚 か す と い う 他 動 詞 な の で

surprising は「驚くべき」という意味の形容詞になる。驚いて

いるは、驚かされて結果、驚いている状態を示す be surprised

が使われる。 

2. The teacher was disappointed with the result. 

disappoint は「他の存在や人をがっかりさせる」の意味な

ので disappointing も「がっかりさせるような、落胆すべ

き」を意味し、「がっかりしている、落胆している」は落胆

させられた結果落胆している状態を示す disappointed を

用いる。 
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【２】分詞構文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝分詞構文＝ 

形： S + V     分詞 X  

        副詞句 

１）分詞構文の分詞が副詞句だと言うことは、文中での位

置が比較的自由であることを示す。 

文頭  分詞 X   S + V 

文中 S +  分詞 X  +V 

この文中の場合が、読みにくい事が多い。 

◆例 

The ill feelings , unexpressed , don’t disappear 

but build up.     

「悪感情は、表現されなくても、消え去らず、鬱積

するのだ」この場合 unexpressed = if they are unexpressed を示す。 

２）原則 

  文の主語: S  分詞の意味上の主語：S’とすると 

原則として S=S’←日本人はこの原則を忘れることが

多い 

３）意味：接続詞の意味を表現することが出来る。 

S + V when <  X  >   「X するとき」 

S + V  because   X  > 「X するので」 「S は V 

S + V if <  X   >    「X すれば」  する」 

S + V though <  X   >  「X するが」 

S + V and S + X  「S は V し、そして X する」 
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例題 10 英訳しなさい 

１．私は、その公園を歩き回っている際に、その少女がベン 

チに座っているのを見た。 

２．熱心にその地図を見ていたので、彼女は、私に気づかな

かった。  

３．急いではいたが（be in a hurry）、私は彼女に話しかけた。 

 ◇解答 

１．Walking around the park, I saw her sitting on the 

bench. 

    まず上記分詞構文説明の大原則、S=S'確認。歩き回って

いるのが「私」、見たのも｢私｣、なので正しい。 

２．She didn’t notice me, looking carefully at the map. 

３．I ,in a hurry, spoke to her. 

  (being in a hurry の being は省略) 

 

実際の英語では、分詞は出てきた順番に訳してうまくゆく

ことが多い。V’ing, S+V なら「S は、V’して V する」といった具

合。例 Surprised, he looked at me.「彼は、驚いて私のほうを

見た」 

●独立分詞構文 

分詞構文で、文の主語 S ≠ 分詞意味上の主語 S’（両者が一致し

ない）時、分詞の意味上の S’を明示する。 

S + V ,  S’ + 分詞 X  

    意味上の主語明示 

分詞部分の働きや意味は、S’がつく以外は基本的に分詞構文と

同じである。 
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ただし、現代英語では、この用法は慣用的なものに限られると

考えたほうが良い。次の項目で説明される付帯の with による表

現のほうが一般的である。 

 

◆例題 11 英訳しなさい 

１．それは決まったから、次の議題に移ろう。 

  ２． みんなが、私に英語で話しかけるので、日本語を話す機

会がほとんどない。 

 ◇解答 

１．That being decided, let's move onto the next matter on  

  明示 

the agenda           

  ２．I have little chance to speak Japanese, everybody 

talking to me in English      明示 

ただし、現代英語では２は、次項で説明する付帯の with によって表現します。文

法的な説明の便宜上例として挙げています。                          

★重要ポイント 
●付帯状況の with 

独立分詞構文の S’ + 分詞 X  （分詞部分）を前置詞 with で

主節に結びつける形が付帯状況の with であると考えるとわ

かりやすい。但し、S’が目的格になる。上の独立分詞の例題

中の英文に付帯状況 with をつけても全く同じ意味である。 

 ◆例 

みんなが、私に英語で話しかけるので、日本語を話す機会

がほとんどない。 

 I have little chance to speak Japanese with 
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everybody talking to me in English  

 

◎頻出する表現  

  with 人‘ｓ eyes open  「目を開けたまま」 

with 人‘ｓ eyes closed 「目を閉じたまま」  

with 人‘ｓ arms folded 「腕を組んだまま」 

with 人‘ｓ legs crossed 「足を組んだまま」 

with 人’s  hair waving in the wind  

「髪を風になびかせながら」 

▲分詞構文の意味はすべて表しうる。例えば with 人's eyes 

open は、「目を開けていたので」「目を開けていたが」など

となる場合もある。 

 ◆例題 12 日本語に直しなさい。 

１．I won’t change my mind with the rest of the world  

against me. 

２．I changed my mind with everybody against my  

    plan. 

    ３．She was sleeping with her eyes open. 

４．They didn’t do anything about the problem with  

everything I had done wasted. 

 

  ◇解答 

１．世界中が私に反対しようとも、決心を変えるつもりはない。 

  ２．みんなが私の計画に反対したので 私は決心を変えた。 

  ３．彼女は目を開けたまま眠っていた。 

４．彼らは、その問題について何もしなかったので、私のし
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たことは全て水の泡になった。 

※この４の文を接続詞で書き直すと、 They didn’t do 

anything about the problem and everything I had 

done was wasted. 

 

 With は前置詞なので、副詞句として述部動詞を説明する用法以

外に、名詞を説明する形容詞句としての用法もある点に注意！ 

名詞 with S’ 分詞 X「S’が X である名詞」 

例 He drank the paper cup of coffee with my name 

(being)on it. 

「彼は、私の名前の書かれた紙カップのコーヒーを飲んだ。」 

 

★ 重要ポイント 

●完了形の準動詞 

完了形の準動詞は、それが一部となっている文の述部動詞の時

制より一段過去に向かって落ちていることを示している。述部

動詞が現在時制なら、現在完了か過去を示し、述部動詞が過去

なら大過去を支援すといった具合である。 

不定詞の例 

He seems to have passed the entrance exam for he is now 

a university student. 

この場合 seemsは現在時制だが to have passedはそれより前

つまり、過去において「入学試験に受かった」ように思える、

ことを示す。その証拠に「今大学生なのである。 

動名詞の例 

Then, she remembered having seen the little strange 
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animal swim across the river. 

彼女は、思い出すのだが、having seen という動名詞の完了形

で、それより前に見たことが分かる。思い出したより前の段階

で奇妙な動物がその川を泳ぐのを見たのだ。訳例「その時、彼

女は、その奇妙な動物がその川を泳ぐのを見たことを思い出し

た」 

分詞構文の例 

Having made sure that everything was fine, he left his 

office. 

これは、having made sureの部分で he leftの leftより前に「万

事が順調であることを「確認した」ことを示している。After he 

had made sure that everything was fine, he left his officeと

書き換えができる。訳例「彼は、異常がないことを確認してか

ら事務所を後にした」 

 

●準動詞の否定形 

準動詞を否定にする際は、その直前に否定語を置く。 

not to V, not Ving といった具合。 

気をつけるべきなのは完了の動名詞、分詞の場合、誤って

having not pp としないように。Not having pp が正しい。 

Having not finished the work he couldn’t go home. 誤  

 Not having finished his work, he couldn’t go home. 正 
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Ⅳ〕動名詞 
 動名詞は、過去性、受動性、一般性を帯びる。 

（不定詞名詞的用法参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝動名詞の受動性の例＝ 

▼A need ~ing =A want ~ing = A require ~ing = A need 

to be pp 

この場合直訳すれば「A は、～される必要がある」なのだが、

動名詞は能動形のままである。 

動名詞にはもともと受動的な意味を表現する性質があると

解釈する。 

◆例 

この時計は修理する必要がある。 

This watch needs repairing. 

＝動名詞の意味上の主語＝ 

動名詞の意味上の主語は原則として所有格を用いるが、動

名詞自身が他の動詞や前置詞の目的語になっている場合、そ

の意味上の主語を目的格で表現することも出来る。しかし、

動名詞自身が他の文の主語等になる場合は、所有格になる。 

▼He objected to Jerry staying at my place. 

誤）Jerry staying at my place bothered him. 

正）Jerry ‘s staying at my place bothered him.→ 
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◎動名詞による頻出慣用表現 

１．There be no Ving = It be impossible to V 

「V するのは不可能だ」 

 

◆例 そこで新しい作品を造るのは不可能だった。 

There was no creating a new work there. 

 

２． It be no use Ving = it be no good Ving = it be useless 

to V 

「～しても無駄だ」 

 

◆例 彼らに行儀よくさせようとしても無駄だ。 

It is no use trying to make them behave 

themselves. 

 

３．be used to Ving          「~することに慣れている」

look forward to Ving   「～する事を待ち望む」 

object to Ving      「～することに反対する」 

 

◆例 He is used to listening to her. 

彼は、彼女の話を聞くのに慣れている。 

I am looking forward to that man coming here. 

私は、あの男がここに来るのを待ち望んでいる  

They objected to his buying the company. 

彼らは、彼がその会社を買うことに反対した。 
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４．A be busy in Ving = A be busy Ving 

「V するのに忙しい」  

◆例 彼女は、荷造りするのに忙しかった。 

She was busy packing. 

 

 

 

 

 

 

    The old lady is said~の部分は、現在時制である一方、when 

her daughter read は、her daughter が三人称単数であるのに

readにsがないことから過去形と考えられ、したがって is said to

以下の不定詞部分が過去の出来事を示すと考えるべきで、本章で

学んだように完了不定詞がこれに当てはまる。従って、正しくは

The old lady is said to have burst into tears ~となる。 

解答 to have    

 

 
＝準動詞確認問題＝ 

（１）不定詞の説明 

不定詞はその成り立ちから（ １ ）を帯びている。特に意図、

願望、決心を示す（    ２    ）などの未来との関連

の強い意味の動詞は、不定詞を目的語にとるものが多い。逆に

動名詞は（  ３  ）を帯びるといわれ「～したこと」と訳

せることが多い。また、一度動作を始めなくては出来ない動作

 ５章のテーマ演習解説 
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やその動作をする習慣がすでにあるような行為をすることを示

す動詞の目的語には動名詞がなりやすい。例えば finish や（s    

４     ）は、動作を示すものとしては不定詞ではなく動名詞の

みを目的語にする。他に同様の意味で、（e   ５      ）（p   

６       ）（a   ７      ）（m  ８     ）等が動作を示す表

現として動名詞のみを目的語とする。不定詞の未来性、能動性、

動名詞の過去性、受動性が問われることも多い。  

◇解答 

１．未来性  

２．intend, wish（あるいは want, hope, decide（順不動）  

３．過去性  ４．stop ５．enjoy  

６．practice  ７．avoid ８．mind 

 
★例文、例題チェック問題 
（２）適語を選びなさい 

１．I stopped（play, to play, playing）the game because it 

was time to go home. 

２．She intended（come home, to come back , coming 

back）early because her roommate was sick.  

３．I forgot（telling ,to tell, tell）her about the problem, and 

she got angry. 

４．We practiced（to respond, responding, respond）to the 

questions quickly. 

 

◇解答 

１．playing 
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２．to come back  

３．to tell 

４．responding 

 

（３）誤りを正そう 

１．She took a taxi not to be late. 

 

２．I lost my ball-point pen. I need something to write. 

 

３．I remember  visiting her tomorrow. 

 

４．I remember to visit her yesterday. 

 

５．Because I forgot locking the door ,someone entered 

the room and stole the money.    

 

 

 

 

◇解答 

１．not to be late → so as not to be late 

２．something to write → something to write with 

３．visiting → to visit  

４．to visit → visiting  

５．forgot locking → forgot to lock  
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（４）意味の違いに注意して訳そう 

１．I tried to call her, but couldn't. 

I tried calling her, but she didn't answer. 

 

２．I remembered to call her. 

I remembered calling her. 

３．I forgot to tell  her about the problem, and she got  

angry. 

I forgot telling her about the problem, and told her the  

same things. 

 

４．We regret to finish this meeting. 

We regret leaving her there. 

 

◇解答 

１．私は、彼女に電話しようとしてが、出来なかった。 

私は、彼女に電話してみたが、彼女は電話に出なかった。 

２．彼女に電話するべきことを覚えていた。 

彼女に電話したことを覚えていた。 

 ３．私は、彼女にその問題について話すのを忘れていたために、

彼女は腹を立てた。 

   私は彼女にその問題について話したことを忘れ、同じこと

を話した。 

 ４．残念ながらこの会議を終わらねばなりません。 

私達は、彼女をそこに置いてきたことを後悔している 
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（５）英訳しなさい 

１．残念ながら、もう行かなくてはなりません。 

 

２．私は、彼の話をもっと聞いてあげれば、と後悔した。 

 

３．ボールペンを持ってくるのを忘れました。何か書くものを

貸してくれませんか。 

 

４．彼は、その政治家と会うためにニューヨークまで行った。 

 

５．彼は、その列車に遅れないように急いだ。 

 

６．彼は、その犬を起こさないように注意した。 

  

７．その女の子は、成長して人気作家となった。 

 

８．彼は、彼女に会おうとしたが、結局出来なかった。 

  

９．彼女は、家を出て彼らとは二度と会わなかった。 

 

10．私は、目を覚ますと彼女が行ってしまったのに気がついた。 

11．彼は、その橋が完成するのを見るまでは生きなかった。 

 

12．私は、彼女の電話番号を聞こうとしたがだめだった。 
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13．彼女は、イタリアに行ったきり二度とは帰らなかった。 

 

14．朝目を覚ますと、見知らぬ家で寝ているのに気が付いた 

 

15．その女優は、百歳まで生きた。 

 

16．彼は、私にそこであって驚いていた 

 

17．この問題を解くなんて彼女は、頭がいいに違いない  

 

◇解答 

１．I regret to leave now. 

２．I regret not listening to him more carefully. 

（not having listened to も可） 

３．I 've forgot to bring a ball-point pen. I need something 

to write with 

４．He went to New York in order to meet the politician.   

５．He hurried so as not to miss the train. 

６．He was careful not to wake  the dog. 

７．The girl grew up to be a popular writer. 

８．He tried to see her, only to fail 

９．She left home, never to see them again. 

10．I wake up to find she was gone. 

11．He didn't live to see the bridge was completed. 

12．I tried to get her phone number, only to fail. 

13．She went to Italy, never to return. 
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14．I woke up to find myself lying at a strange house. 

15．The actress lived to be one hundred years old. 

16．He was surprised to see me there. 

17．She must be smart to solve this question. 

（６）分詞の説明 

分詞とは、動詞と（  １  ）の中間の性質をもっており、

また分詞構文で使われる場合は、（  ２  ）句として働く。

形容詞的用法では、現在分詞は、説明されている名詞がその動

作の（  ３  ）であることを示し、過去分詞の場合、

（  ４  ）か（  ５   ）ことを示してる。ただし人

間の心理状態を直接表す場合（  ６  ）になることが多い。

例えば｢驚いている｣は（  ７  ）で表される。分詞構文の

分詞は、述語動詞を説明し、接続詞の when, if, though, 

because あるいは単に and で主節と結ばれる意味を示す。

もっとも大事な原則は文の主語と分詞部分の意味上の主語が一

致することである。一致しない場合には、分詞の意味上の主語

を明示し、（  ８  ）になる。形の上でも、意味の上でも付

帯状況の with の構文は、この独立分詞構文の分詞部分を with

で文と結びつけたものと考えると分かりやすい。 

 

◇解答 

１．形容詞  ２．副詞  ３．主体  

４．動作を受けている  ５．動作を受けてしまった 

６．過去分詞 ７．Surprised ８．独立分詞構文 

 

（７）和訳しなさい 
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１．a surprising woman 

 

２．a surprised woman 

 

３．I ,in a hurry, spoke to her. 

 

４．I have little chance to speak Japanese, with 

    everybody talking to me in English. 

 

５．I won’t change my mind with the rest of the world 

against me. 

６．I changed my mind with everybody against my plan. 

 

７．She was sleeping with her eyes open. 

 

◇解答 

１．驚くべき女性 

２．驚いている女性 

３．急いではいたが、私は彼女に話しかけた 

４．みんなが、私に英語で話しかけるので、日本語を話す機会

がほとんどない。 

５．世界中が私に反対しようとも、決心を変えるつもりはない。 

６．みんなが私の計画に反対したので 私は決心を変えた。 

７．彼女は目を開けたまま眠っていた。 

 

（８）適切な形に直そう 
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The audience were（ excite    ）. 

聴衆は、興奮していた。 

 

◇解答 

excited 

 

（９）以下の文を接続詞で書き直そう 

They didn’t do anything about the problem with 

everything I had done wasted. 

（彼らは、その問題につて何もしなかったので、私のした

ことは全て水の泡になった） 

 

◇解答 

They didn’t do anything about the problem and 

everything I had done was wasted 

 

（10）次の英文の空欄に適語を選んで入れよ 

（       ）from a distance, the river looked like a snake. 

a）Seeing  b）See  c）Seen 

 

◇解答 

c）文の主語が、分詞の主語と一致しているのだから、the river

「川」は、見る事が出来るか、見られるものか考える。 

 

（11）次の日本語にあった英語を書きなさい 

することが無かったので、家でテレビを見ていた。 
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◇解答 

There being nothing to do, I was watching TV at home. 

（12）次の日本語にあった英語を空欄に入れなさい 

１．異常が無いか確かめてから、研究室を出た。 

（      ）（     ）sure whether everything was all right, 

I（      ）my office. 

２．他の家族は皆その計画に反対したが、彼は決心を変えなか

った。 

He didn’t（        ）his（      ）,（      ）the rest of 

his family against the plan 

 

◇解答 

１．（Having ）（made）sure whether everything was all right, 

I（left ）my office. 

 ２．He didn’t（change ）his（mind）,（with）the rest of his 

family against the plan 

 

（13）（  ）内を書き換えなさい 

この時計は修理する必要がある 

This watch needs (repair)= This watch needs to be 

repaired. 

 

◇解答 

This watch needs (repairing). 
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（14）間違いを探しなさい 

Jerry staying at my place bothered him 

 

◇解答 

  Jerry‘s staying at my place bothered him. 

 

（15）英訳しなさい 

１．そこで新しい作品を造るのは不可能だった。 

 

２．彼らに行儀よくさせようとしても無駄だ。 

 

３．彼は、彼女の話を聞くのに慣れている。 

 

４．私は、あの男がここに来るのを待ち望んでいる  

 

５．彼らは、彼がその会社を買うことに反対した。 

 

６．彼女は、荷造りするのに忙しかった。 

 

◇解答 

１．There was no creating a new work there. 

２．It is no use trying to make them behave themselves. 

３．He is used to listening to her. 

４．I am looking forward to that man coming here. 

５．They objected to his buying the company. 

６．She was busy packing. 


