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64 65

不定詞…基本 19
To teach is to learn. to＋動詞の原形〈名詞的用法〉

「～すること」（主語）
教えることは　学ぶことである

I want to go to America. to＋動詞の原形〈名詞的用法〉
「～すること」（目的語）

私は望んでいる　行くことを　ア
メリカに

My hope is to live in America. to＋動詞の原形〈名詞的用法〉
「～すること」（補語）

私の望みは住むことである　アメ
リカに

I am not a man to break my promise. to＋動詞の原形〈形容詞的用法〉
「～するような」

私は男ではない　約束を破るよう
な

Please give me some thing to drink. to＋動詞の原形〈形容詞的用法〉
「～するための」

どうぞください　私に何かを　飲
むための

I have no friend to play with. to＋動詞の原形〈形容詞的用法〉
「～するための」

私は友達をもっていない　遊ぶた
めの

I work hard to support my family. to＋動詞の原形〈副詞的用法〉
「～するために」（目的）

私は一生懸命に働く　私の家族を
養うために

I am glad to see you. to＋動詞の原形〈副詞的用法〉
「～して」（ゲイン員）

私はうれしい　あなたに会えて

I grew up to be a pretty woman. to＋動詞の原形〈副詞的用法〉
「～した結果…になる」（結果）

私は成長して　美しい女になった

You are a wise man to solve the problem. to＋動詞の原形〈副詞的用法〉
「～するとは」（判断の根拠）

あなたは賢い男だ　その問題を解
くとは

I would be glad to see you again. to＋動詞の原形〈副詞的用法〉
「～なら」（条件）

私はうれしいのですが　あなたに
会えたら　もう一度
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66 67

不定詞…重要構文① 20
Tell me when to open the gate. When to～

「いつ～すべきか」
教えてください　いつ開けるべき
か　門を

I forgot where to get on the train. Where to～
「どこで～すべきか」

私は忘れた　どこで乗るべきか　
電車に

I do not know what to do next. What to～
「何を～するべきか」

私はわからない　何をするべきか　
次に

I know how to use the computer. How to～
「～の方法」

私は知っている　使う方法を　コ
ンピューターを

Tell me which way to go. Which～to…
「どの～を…すべきか」

教えてください　どの道を行くべ
きか

It is good to have a lot of friends. It～to…〈形式主語〉
「…することは～である」

それはいいことだ　たくさんの友
達を持つことは

It is not easy to master English. It～to…〈形式主語〉
「…することは～である」

それはやさしくない　英語を習得
することは

It is necessary for me to go to college. It～for A to…
「Aが…することは～である」

それは必要だ　私が大学に行くこ
とは

It is natural for you to oppose me. It～for A to…
「Aが…することは～である」

それは当然だ　あなたが私に反対
することは

It is kind of you to help me. It～of A to…
「Aが…することは～である」

それは親切だ　あなたが私を助けるこ
とは（助けていただいてありがとう）

It is foolish of you to do such a thing. It～of A to…
「Aが…することは～である」

それは馬鹿なことだ　あなたがそ
んなことをすることは
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68 69

不定詞…重要構文② 21
I want you to come to my room. want～to…

「～に…してもらいたい」
私はあなたに来てもらいたい　私
の部屋に

I ask her to wash the dishes. ask～to…
「～に…するよう頼む」

私は彼女に頼む　お皿を洗うよう

I order you to get out of here. order～to…
「～に…するよう命じる」

私はあなたに出ていくよう命じる　
ここから

I advise you to study hard. advise～to…
「～に…するよう忠告する」

私はあなたに勉強するよう忠告す
る　一生懸命に

I expect you to help me. expect～to…
「～することを期待する」

私はあなたに援助してくれること
を期待する　私に

I promised her to come back at seven. promise～to…
「～に…すると約束する」

私は彼女に帰ると約束した　 7時
に

She seems to love me. seem＋to＋動詞の原形
「～のように思われる」

彼女は私を愛しているようだ

She appears to have a boy friend. appear＋to＋動詞の原形
「～のように見える」

彼女はボーイフレンドがいるよう
だ

I happened to meet her there. happened＋動詞の原形
「たまたま～した」

私はたまたま会った　彼女とそこ
で

I am to meet her today. be＋to＋動詞の原形
「～することになっている」

私は会うことになっている　彼女
に今日

You are to marry her. be＋to＋動詞の原形
「～しなければならない」

あなたは結婚しなければならない　
彼女と
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70 71

不定詞…重要構文③ 22
I am too fat to move, Too～to…

「あまりにも～なので…できない」
私は太りすぎだ　動くには
（私は太りすぎで動けない）

This book is too difficult for me to read. too～to…
「…するには～すぎる」

この本は難しすぎる　私にとって　読むには
（この本は難しすぎて私には読めない）

I am strong enough to carry a piano. ～enough to…
「…できるほどに～だ」

私は力持ちだ　ピアノを運ぶこと
が　できるほどに

You are old enough to understand this. ～enough to…
「…できるほどに～だ」

あなたは年だ　これが理解できるほどに
（あなたはこのことがわかっていい年だ）

He was so careless as to tumble. so～as to…
「～するほどに～」

彼は不注意だった　転ぶほどに
（彼は不注意にも転んだ）

I am glad to hear that. be glad to～
「～してうれしい」

私は聞いてうれしい　それを
（それはよかったですね）

I am certain to marry her. be certain to～
「必ず～する」

私は必ず結婚する　彼女と

It is likely to rain. be likely to～
「～しそうである」

雨が降りそうである

I am sorry to trouble you. be sorry to～
「してすみません」

すみません　あなたに迷惑をかけ
て

I am ready to start. be ready to～
「～する用意ができている」

私は出発する用意ができている

I am ready to help you. be ready to～
「喜んで～する」

私は喜んで援助します　あなたを
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不定詞…注意すべき用法 23
He seems to be rich. seem to be～

「～らしい」
彼は金持ちらしい

He seemed to be rich. seemed to be～
「～らしかった」

彼は金持ちらしかった

He seems to have been rich. seem to have been～
「～だったらしい」

彼は金持ちだったらしい

He seemed to have been rich. seemed to have been
「～だったらしかった」

彼は金持ちだったらしかった

He seemed to be studying now. seem to be～ring〈進行形〉
「しているようだ」

彼は勉強をしているようだ　今

You can go out if you want to. want to go out→want to
同じ動詞の繰り返しを避ける

あなたは外出できる　もし　あな
たがしたければ

He is kind to be sure. to be sure
「確かに」

彼は親切だ　確かに

To tell the truth, I don’t like her. to tell the truth
「本当のことを言うと」

本当のことを言うと　私は好きで
ない　彼女を

To be frank (with You), I love you. to be firank（with you）
「率直に言うと」

率直に言うと　私は愛している　
あなたを

To make a long story short, I got fired. to make a long story short
「かいつまんで言うと」

かいつまんで言うと　私は首に
なった

To begin with, you are too young. to begin with
「まず第一に」

まず第一に　あなたは若すぎる
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動名詞…用法 24
Speaking English is difficult for me. ～ing＋V

主語になる動名詞
英語を話すことは難しい　私に
とって

My hobby is collecting stamps. S＋V＋～ring
補語になる動名詞

私の趣昧は集めること　切手を

I like playing with children. S＋V＋～ing
目的語になる動名詞

私は好きだ　遊ぶことが　子供た
ちといっしょに

I thought of visiting the museum. Thought of～ing
「～することを思いついた」

私は思いついた　訪ねることを　
博物館を

I am proud of being rich. Be proud of being～
「～であることを誇りに思う」

私は誇りに思う　金持ちであるこ
とを

I was proud of being rich. was（were） proud of being～
「～であることを誇りに思っていた」

私は誇りに思っていた　金持ちで
あることを

I regret having sold my car. having+過去分詞
〈動名詞の完了形〉

私は後悔する　売ったことを　私
の車を

I regretted having sold my car. having+過去分詞
〈動名詞の完了形〉

私は後悔した　売ってしまったこ
とを　私の車を

I denied having known the plan. having+過去分詞
〈動名詞の完了形〉

私は否定した　知っていたことを　
その誹画を

I am ashamed of being scolded by my 
teacher.

being＋過去分詞
〈受動態の単純形〉

私は恥じる　叱られることを　私
の先生に

I am ashamed of having been scolded by 
my teacher.

having＋been＋過宏分詞
〈受動態の完了形〉

私は恥じる　叱られたことを　私
の先生に
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動名詞…慣用表現 25
Be careful in choosing your girlfriend. in～ing

「～するときに」
気をつけなさい　選ぶときに　あ
なたの彼女を

It is no use(good) loving her. It is no use（good）～ing
「～しても無駄だ」

愛しても無駄だ　彼女を

I cannot help loving her. Cannot help～ing
「～せずにはいられない」

私は愛さずにはいられない　彼女
を

She is worth loving forever. worth～ing
「～する価値がある」

彼女は愛する価値がある　永遠に

Would you mind sending me your 
picture ?

Would you mind ～ing＋?
「～していただけませんか」

送っていただけませんか　私に　
あなたの写真を

I am looking forward to seeing her. Look forward to～ing
「～することを楽しみに待つ」

私は会うことを楽しみに待ってい
る　彼女に

I make a point of dating her once a week. make a point of ～ing
「必ず～することにしている」

私は必ずデートすることにしてい
る　彼女と　 1週間に一度

I feel like kissing her. feel like～ing
「～したい気がする」

私はキスをしたい気がする　彼女
に

On meeting her, I kissed her. On～ing
「～するとすぐ」

彼女に会うとすぐ　私はキスをし
た彼女に

I cannot meet her without kissing. cannot…without～ing
「～することなしに…できない」

私は彼女に会うことはできない　キスするこ
となしに（私は彼女と会うと必ずキスする）

There is no breaking up with her. There is no～ring
「～することはとてもできない」

別れることはとてもできない　彼
女と
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78 79

動名詞とto不定詞…動名詞だけ を目的語にとる動詞 26
I stop reading the book. （○）stop ～ing　（×）stop to～

「するのをやめる」
私はやめる　読むことを　その本
を

I finish reading the book. （○）finish ～ing　（×）finish to～
「～することを終える」

私は終える　読むことを　その本
を

I enjoy reading the book. （○）enjoy ～ing　（×）enjoy to～
「～することを楽しむ」

私は楽しむ　読むことを　その本
を

I miss reading the book. （○）miss ～ing　（×）miss to～
「～しそこなう」

私は読みそこなう　その本を

I give up reading the book. （○）give up ～ing　（×）give up to～
「～することをあきらめる」

私はあきらめる　読むことを　そ
の本を

I dislike reading the book. （○）dislike ～ing　（×）dislike to～
「～することを好まない」

私は好まない　読むことを　その
本を

I avoid reading the book. （○）avoid ～ing　（×）avoid to～
「～することを避ける」

私は避ける　読むことを　その本
を　

I consider reading the book. （○）consider ～ing　（×）consider to～
「～しようかとよく考える」

私はよく考える　読もうかと　そ
の本を

I repented reading the book. （○）repent ～ing　（×）repent to～
「～したことを後悔する」

私は後悔した　読んだことを　そ
の本を

I admitted reading the book. （○）admit ～ing　（×）admit to～
「～することを認める」

私は認めた　読んだことを　その
本を

Do you mind reading the book ? （○）mind ～ing　（×）mind to～
「～するのを嫌がる」（疑問文・否定文）

あなたは嫌がりますか　読むことを　そ
の本を（その本を読んでかまいませんか）
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80 81

動名詞とto不定詞…to不定詞 だけを目的語にとる動詞 27
I plan to go there. (○）plan to～　（×）plan ～ing

「するつもりです」
私は行くつもりです　そこへ

I expect to go there. （○）expect to～　（×）expect ～ing
「～するつもりです」

私は行くつもりです　そこへ

I mean to go there. （○）mean to　（×）mea ～ing
「するつもりです」

私は行くつもりです　そこへ

I want to go there. （○）want to～　（×）want ～ing
「～したい」

私は行きたい　そこへ

I decided to go there. （○）decide to～　（×）decide ～ing
「～しようと決心する」

私は行こうと決心した　そこへ

I promise to go there. （○）promise to～　（×）promise ～ing
「～すると約束する」

私は行くと約束する　そこへ

I pretended to go there. （○）pretend to～　（×）pretend ～ing
「～するふりをする」

私は行くふりをした　そこへ

I agree to go there. （○）agree to～　（×）agree ～ing
「～することに同意する」

私は行くことに同意する　そこへ

I offer to go there. （○）offer to～　（×）offer ～ing
「～しようと申し出る」

私は行こうと申し出る　そこへ

I refuse to go there. （○）refuse to～　（×）refuse ～ing
「～することを拒む」

私は行くことを拒む　そこへ

I ask you to go there. （○）ask to～　（×）ask ～ing
「～してくださいと頼む」

私はあなたに頼む　そこへ行くこ
とを
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82 83

動名詞とto不定詞…違う意味 28
I stopped talking to her. stop～ing

「～するのをやめる」
私は話かけるのをやめた　彼女に

I stop to talk to her. stop to～
「～するために立ち止まる」

私は話しかけるために立ち止まる　
彼女に

I tried dieting. try～ing
「ためしに～してみる」

私はためしにダイエットしてみた

I tried to diet. try to～
「～しようと努める」

私はダイエットしようと努めた

I forget calling her. forget～ing
「～したことを忘れる」（週去のこと）

私は電話したことを忘れる　彼女
に

I forget to call her. forget to～
「～することを忘れる」（未来のこと）

私は電話することを忘れる　彼女
に

Don’t forget to call her. Don’t forget to～
「～するのを忘れるな」（未来のこと）

電話するのを忘れるな　彼女に

I remember mailing the letter. remember～ing
「～したことを覚えている」（すでに済んだこと）

私は出したことを覚えている　手
紙を

I remember to mail the letter. remember to～
「～するのを忘れていない」（これからのこと）

私は出すことを忘れていない　手
紙を

I regret telling her the truth. regret telling
「～を話したことを後悔している」

私は話したことを後悔している　
彼女に　本当のことを

I regret to tell you that I cannot come. I regret to tell you～
「遺憾ながら～」

遺憾ながら　私は行けません
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分詞…限定用法 29
a sleeping baby ～ing（現在分詞）＋名詞

「～している」（能動的）
寝ている赤ちゃん

a baby sleeping in the car 名詞＋～ing（現在分詞）
「～している」（能動的）

車のなかで寝ている赤ちゃん

a man driving a car 名詞＋～ring（現在分詞
「～している」（能動的）

車を運転している男

a man reading a book over there 名詞＋～ing（現在分詞）
「～している」（能動的）

本を読んでいる男　あそこで

the sun rising above the horizon 名詞＋～ing（現在分詞）
「～している」（能動的）

昇っている太陽　地平線の上を

a broken toy 過去分詞＋名詞
「～された」（受動的）

壊れたおもちゃ

a toy broken by a dog 名詞＋過去分詞
「～された」（受動的）

犬に壊されたおもちゃ

a wounded soldier 過去分詞＋名詞
「～された」（受動的）

傷つけられた兵士（負傷兵）

a soldier wounded in the battle 名詞＋過去分詞
「～された」（受動的）

戦いで傷ついた兵士

a famous artist known all over the world 名詞＋過去分詞
「～された」（受動的）

世界中に知られた有名な芸術家

a mountain covered withs now 名詞＋過去分詞
「～された」（受動的）

雪におおわれた山
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分詞…叙述用法① 30
I stood crying. S＋V＋～ing

「～して／～しながら」
私は立っていた　泣いて

I came crying. S＋V＋～ing
「～して／～しながら」

私は来た　泣きながら

I kept crying. S＋V＋～ing
「～して／～しながら」

私は泣きつづけた

I sat reading a book. S＋V＋～ing
「～して／～しなから」

私は座っていた　本を読みながら

I remained standing. S＋V＋～ing
「～して／～しながら」

私は立ったままだった

The house kept shaking. S＋V＋～ing
「～して／～しながら」

家は揺れつづけた

I sat surrounded by me. S＋V＋過去分詞
「～されて」

私は座っていた　男性に囲まれて

I went out unobserved. S＋V＋過去分詞
「～されて」

私は出ていった　気づかれずに

I became excited. S＋V＋過去分詞
「～されて」

私は興奮させられてきた（興奮し
てきた）

She looked disappointed. S＋V＋過去分詞
「～されて」

彼女は失望させられている（失望
している）ように見えた

The door remained closed. S＋V＋過去分詞
「～されて」

ドアは閉められたままだった
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分詞…叙述用法② 31
I heard you calling me. S＋V＋O＋～ing

「…が～しているのを―」
私は聞いた　あなたが私を呼んで
いるのを

I saw you running away. S＋V＋O＋～ing
「…が～しているのを―」

私は見た　あなたが逃げていくの
を

I 1eft the baby crying. S＋V＋O+～ing
「…に～させておく」

私はさせておいた　その赤ちゃん
を　泣かせたままに

I kept you waiting for an hour. S＋V＋O+～ing
「…に～させておく」

私はあなたを待たせておいた　 1
時間

I heard my name called. S＋V＋O＋週去分詞
「…が～されるのを―」

私は聞いた　私の名前が呼ばれる
のを

I feel you loved by him. S＋V＋O＋週去分詞
「…が～されるのを―」

私は感じる　あなたが愛されるの
を　彼に

I saw your wallet stolen. S＋V＋O＋週去分詞
「…が～されるのを―」

私は見た　あなたの財布が盗まれ
るのを

I had my watch repaired. S＋V＋O＋過去分詞
「…を～させる」

私は時計を修理させた

I have the room cleaned. S＋V＋O＋過去分詞
「…を～してもらう」

私はその部屋を掃除してもらう

I will have the room cleaned. S＋V＋O＋過去分詞
「…を～してもらう」

私はその部屋を掃除してもらおう

I had the room cleaned. S＋V＋O＋過去分詞
「…を～してもらう」

私はその部屋を掃除してもらった
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分詞構文…基本 32
Entering the room, I saw the guy. Entering～

「～に入ると（～に入るとき）」
部屋に入ると　私は見た　奴を

Walking the street, I met her. Walking～
「～を歩いていたとき」

道を歩いていたら　私は会った　
彼女と

Seeing the accident, I began to cry. Seeing～
「～を見ると」

事故を見ると　私は泣きだした

Being kind, I am loved by him. Being～
「～なので」

親切なので　私は愛される　彼に

Playing the piano, I didn’t hear th ebell. Playing～
「～を弾いていたので」

ピアノを弾いていたので　私は聞
こえなかった　ベルが

Living in America, I couldn’t meet her. Living～
「～に住んでいたので」

アメリカに住んでいたので　私は
会えなかった　彼女と

Not knowing what to say, I remained 
silent.

Not knowing～
「～がわからなかったので」

何と言っていいかわからなかった
ので　私は黙っていた

Reading the newspaper, I had lunch. Reading～
「～を読みながら」

新聞を読みながら　私は昼食を
とった（食べた）

Taking off my coat, I began to work. Taking off～
「～を脱いで」

コートを脱いで　私は始めた　仕
事を

Turning to the right, you’ll find the bank. Turning to～
「～に曲がれば」

右に曲がれば　あなたは見えます　
銀行が

Admitting what you say, I still think I am 
right.

Admitting～
「～を認めるが」

あなたの言うことを認めるが　で
も私は思う　私が正しいと
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分詞構文…その他 33
Left alone, the girl began to cry. （being+）過去分詞〈受動態の分詞構文〉

「～されると」
一人にされると　少女は泣きだし
た

Written in English, the book is hard to 
read.

（being＋）過去分詞〈受動態の分詞構文〉
「～されているので」

英語で書かれているので　その本
は読むのが難しい

Having locked the door, I went to bed. Having十過去分詞〈完了形の分詞構文〉
「～してから」

ドアに鍵をかけてから　私は寝た

Having lived in America, I have American 
friends.

Having＋過去分詞〈完了形の分詞構文〉
「～していたので」

アメリカに住んでいたので　私は
持っている　アメリカ人の友達を

Never having seen her before, I didn’t 
know who she was.

Never having+過去分調〈完了形分詞構文の否定形〉
「～しなかったので」

会ったことがなかったので　彼女と以
前　私はわからなかった　彼女が誰か

The weather being nice, I went to the park. 意味上の主語＋現在分詞〈独立分詞構文〉
「～が…なので」

天候がよかったので　私は行った　
公園に

The sun having set, I returned home. 意味上の主語＋現在分詞〈独立分詞構文〉
「～が…なので」

太陽が沈んだので　私は戻った　
家に

Frankly speaking, I don’t like this. Frankly speaking〈慣用表現〉
「率直に言えば」

率直に言えば　私は好きでない　
これを

Generally speaking, mothers are strong. Generally speaking
「一般的に言って」

一般的に言って　母親は強い

Judging from sky, it looks rain. Judging from～
「～から判断すると」

空模様から判断すると　雨になり
そうだ

Considering his age, he is quite healthy. Considering～
「～を考えると」

彼の年を考えると　彼はまったく
健康だ
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