
�

❶　名詞用法

to 不定詞の形と意味

to ＋動詞の原形で「…すること」

　������������と���と�������������������������������と���と�������������������

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
���To change the weather �� �������������
������� ������ �� to marry a millionaire�
���������� � ��������� to leave college�

　☆ 　��� �動詞�原形� ��� �定詞�呼ば�����原形� ��� �定詞�呼ば����� ��� �定詞�呼ば����to 不定詞には「…すること」の意味がある���
問題��太字�������

　　　���　��� � ������� ���� ����������天気を変える�
　　　　　�「天気を変えるこ�」
　　　���　��� � ������ � ��������������大金持ち�結婚�る�
　　　　　�「大金持ち�結婚�るこ�」
　　　���　��� � ������� �����������大�を���る�
　　　　　�「大�を���るこ�」

　　����������������������

　☆　������������������������　������������������������

　　　������ ������� ���� ���������　 �� ��　　　 �� ������������������� ������� ���� ���������　 �� ��　　　 �� �������������
　　　　　 天気を変えるこ��　　　　　　���る　　����　���る　　�������る　　����

　　　������� ������　 �� ��　　　　 �� ��� ������ � ��������������������� ������　 �� ��　　　　 �� ��� ������ � ��������������
　　　　　 彼女�夢�　　　  ���る　　   大金持ち�結婚�るこ�

　　　����������　 �� �　　 �� ���������　　　 �� ��� ������� ���������������������　 �� �　　 �� ���������　　　 �� ��� ������� �����������
　　　　　  今日　　　 ��　　�を���　　　　 大�を���るこ�　　　  ��　　�を���　　　　 大�を���るこ���　　�を���　　　　 大�を���るこ�　 大�を���るこ�大�を���るこ�

不定詞をマスター
1章

学習時間のめやす 75分
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　　���天気を変えるこ�����だ�
　　���彼女�夢��大金持ち�結婚�るこ���る����彼女�夢��大金持ち�結婚�るこ���る�
　　���今日���大�を���るこ���������今日���大�を���るこ������

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　���To speak English �� ���� ��ffi�u���
　　　���� ���� to be a doctor �� ���� fu�u����
　　　���To see �� to believe�

���◦ ��� � �����k E��������語を話����「�語を話�こ�」�����������
　　　　「言語を話�」� �����k ��言語名���し���

◦ �������������������
　　　　��� �����k E������　 �� ��　　　　 �� ����　　 �� ��ffi�u���
　　　　  　�語を話�こ��　　　���る　　  ��　　     難し�

���◦  ��� � ��� � ���������医者��る��「医者��るこ�」�����������こ�
��� �「���る」���く�「���る」���用�ら��お����������� �置き換
えるこ�が�き���

◦ �� (����) fu�u��� �「将来�」������熟語�現�
◦ �������������������
     �　　　 �� ����　　　 �� ��� ��� � ��������　 �� �� ���� fu�u����
     ��　　   �を望む　　     医者��るこ�　　　 将来�

���◦  ��� � ������見る��「見るこ�」���� � �����������信じる��「信じるこ�」���
������������直訳���「見るこ��信じるこ���る�」�����が�
こ�����日本語�「百��一見�しかず�」���こ�わざ�相当�る��を�
������

◦ �������������������
     ��� �����　　 �� ��　　　　　 �� ��� �����������
     見るこ�　　　���る　　　    信じるこ�

����語を話�こ��難し�こ������
���僕�将来�医者������
���見るこ��信じるこ�だ���百��一見�しかず��こ�わざ��
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it と to 不定詞（１）

It is 〜 to …（…することは〜である）

　英文の������と��に��の����を�����み�����英文の������と��に��の����を�����み�����の����を�����み��������を�����み������み�����

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
���It is ������������ to change the weather�
���It is ���� ������ to marry a millionaire�

　☆　　It is 〜 to … �「…することは〜である」�����������こ������
　　　It �� � to �
　　　　���　　　　　　　　　　　　　 　�� � ��� � �イ�ール��る���関係が��������　　　　　　　　　　　　　 　�� � ��� � �イ�ール��る���関係が�����　　　　　　  　�� � ��� � �イ�ール��る���関係が������� � ��� � �イ�ール��る���関係が�����

　　わざわざ �� を�頭�置き���� � を�尾�回�������� � を�頭�置く��主語が長く他　わざわざ �� を�頭�置き���� � を�尾�回�������� � を�頭�置く��主語が長く他わざわざ �� を�頭�置き���� � を�尾�回�������� � を�頭�置く��主語が長く他
が短�������バランスが悪く��がちだから���������ず���������ず�������ず To … を It で置き換
えて，長い To … を後ろに持ってくるこ��バランス�整����し���し����

　　こ� �� ��「形式主語〔仮主語〕� ��」�呼ば�る�����　こ� �� ��「形式主語〔仮主語〕� ��」�呼ば�る�����こ� �� ��「形式主語〔仮主語〕� ��」�呼ば�る�����
　　�����がど����し��き����かを見�み�しょ�������がど����し��き����かを見�み�しょ��

　��� ������� ���� ���������  �� ��  �� �������������　　　　主語が長くバランスが悪�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ▼
　��　　　　　　　　　　　 �� �� �� �������������　　　　��� � を �� �置き換え

　　　 ��� ������� ���� ���������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ▼
　�� �� �� �� ������������ �� ��� ������� ���� ����������　　　  ��� � を後ろ�回�

　　　　　���

　☆　����つ���考え�����く同じ�������つ���考え�����く同じ���
　　��　　　　　　　　　　　　 �� �� �� ���� �������　　　　　　��� � を �� �置き換え

　　　　 ��� ������ � �������������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼▼

　　��  �� ��  �� ���� ������  �� ��� ������ � ��������������　　　　　  ��� � を後ろ�回�

　　　　　　������
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　　���天気を変えるこ�����だ�
　　���大金持ち�結婚�るこ�が彼女�夢��る����大金持ち�結婚�るこ�が彼女�夢��る�

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　���It �� ��ffi�u�� to find an apartment for 10,000 yen a month�
　　　���It �� ��� ������u��� to watch TV all day on Sundays�

���◦ こ����������し��き������
��� f��� �� ���������� � � ������  �� ��  �� ��ffi�u���　ffi�u���　�u���　主語が長くバランスが悪�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

��　　　　　　　　　　　　　　   �� ��  �� ��ffi�u���　ffi�u���　�u���　  �� �置き換え

　　 ��� fi�� �� ���������� � � ������ 　　　　　　　　  ▼
��  �� �� �� ��ff��u��  �� ��� fi�� � � �������　　　　　　 ��� � を後ろ�回�

　　　　　���
◦  ��� fi�� �「�を見つ�るこ�」��������f��� �「��金額�ど��交換

�」�� ������ � � �「��つき�� �����」�������から��� ���������� f��� 
㆒₀,₀₀₀ ����� � ������ �「�屋代が�ヵ月�つき�万円�アパー�」�������
����

���◦ こ����������し��き������
��� ����� �V ��� ���� ��� Su������  �� ��  �� ��� ������u����   主語が長くバランスが悪�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

��　　　　　　　　　　　　 �� ��  �� ��� ������u����　　　　�� �置き換え

　　 ��� ����� �V ��� ���� ��� Su������ 　　　　　　　　　　  ▼

��  �� ��  �� ��� ������u���  �� ��� ����� �V � Su�������　　　��� � を後ろ�回�

◦ ������u��� �「楽し�こ�」���
◦  ����� �V が「テレビを見る」�������から���� ����� �V �「テレビを見る

こ�」�����������
◦  ��� ���� ��������「�日�」������熟語�現������ Su������ �「日曜日�

��つ��」����������� �曜日�「�曜日���つ��」�����を��こ
�が�き����� ��� W�����������(�) �「水曜日���つ��」�

����カ月�万円�アパー�を見つ�る��難し��
���日曜日��日�テレビを見る�が���楽しみ���

ZECAA1-Z1J1-0�
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it と to 不定詞（２）

find it 〜 to …（…することが〜とわかる）

　�詞に it ���て文�に to 不定詞�������の形�����と��てみ������詞に it ���て文�に to 不定詞�������の形�����と��てみ�����������

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
���� found it ���������� to succeed �� ���� �u��������
���� thought it ���� ����� to be silent�

　☆　☆　find it 〜 to … ��「…することは〜だとわかる」�����
　　　Key Point 2��習し� �� �� � ��� � �同様��� � ��� � �関係が�����

　　　�����　　����������to … が動詞の次にくる形を避けるため，it でいったん置き換えて to … を文尾に
回す形にしてできた����

　�　　　�� f��u��　　�� ��� �u������� �� ���� �u������� �� �����������
　��　　　わか��　　��事業�成功�るこ�　　　　　���　　　　動詞��が ��� �定詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

　�　　　�� f��u��　　　�� ��　　　　　　　　　　　�� �����������
　　　　　　　　　　　　　 ��� �u������� �� ���� �u������� 　 　　��� �定詞を �� �置き換え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

　�　　　�� f��u��　 �� �� �� ���������� �� ��� �u������� �� ���� �u��������
　　　　　　　　　　　　���　　　　　　　　　　　　　　　　��� � �後ろ�回�

　こ� �� �「形式目的語〔仮目的語〕� ��」�呼ば�る�����こ� �� �「形式目的語〔仮目的語〕� ��」�呼ば�る�����

　☆　����つ����考え������場合����く同じ�������つ����考え������場合����く同じ���
　　　�　　　�� ����u��� �� ��� ��� �������　　　�� ���� ������　　　　　　　�　　　�� ����u��� �� ��� ��� �������　　　�� ���� ������　　　　　　　動詞��が ��� �定詞
　　　��　　　　���　　 ����るこ�　 　　������　　　　���　　 ����るこ�　 　　����　　���　　 ����るこ�　 　　�������　　  ����るこ�　 　　����

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▼
　　　�　　　�� ����u��� ���　　　�� ����u��� �� ��　　　　　　　　�� ���� ������　　　　　　  ��� �定詞を �� �置き換え

　　　　　　　　　　　　　  ��� ��� �������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▼
　　　�　　　�� ����u��� ���　　　�� ����u��� �� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ��������　　　　　　　　��� � �後ろ�回�

　　　　　　　　　　　　　　������
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　☆　こ�形を�る代�的�動詞���下�４つ���☆　こ�形を�る代�的�動詞���下�４つ���　こ�形を�る代�的�動詞���下�４つ���

　find �� � ��� ����るこ���だ�わかる〔��〕�
　feel �� � ��� ����るこ���だ��じる〔��〕�
　think �� � ��� ����るこ���だ���〔考える〕�
　consider �� � ��� ����るこ���だ�考える〔み��〕�

　　�����事業���く�く��性が�る�わか��������事業���く�く��性が�る�わか���
　　�������るこ�が�良だ������������るこ�が�良だ�����

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　������ felt it �������� to start �� �������
　　　���� consider it ���k�� to carry out ���� ����j���� ����� �����

���◦  こ������� �� f���� �� ��� ����� �� ������ �� ��������� ��������� ��� ����� �� ������
���を��� ����ん置き換え� ��� ����� ����を�尾�回し��き�����

◦ ��� ����� �「出発�るこ�」��� ������ �「�ぐ�」��������� �「����」��������

���◦  こ��� � �� ���������� �� ��� ������ ��u� ���� ����j���� ����� ���� �� ���k��� �������
�� ��� ������ � ���� ���を��� ����ん置き換え� ��� ������ � ���を�尾
�回し��き�����

◦  ��� ������ ��u� � �「�を実行�るこ�」��を�し��������� ��u� ���を実行�る�
�同��現����u� � ����� ��ff����〔���������〕�����から�一緒�覚え�おく�
���しょ��

◦ ����j���� �「�大規模��計画」���
◦ ����� ���� �「今�ぐ��だち�」��������������������� ��ぼ同����

���彼��だち�出発�る�が�������
�����計画を今�ぐ実行�移���危険が伴����考え���

ZECAA1-Z1J1-0�
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to 不定詞の意味上の主語（１）

for A to …（A が〔A にとって〕…すること）

�意味上の主語�と��������o�� � ��を��て��の�と���を�え�����と��������o�� � ��を��て��の�と���を�え�����������o�� � ��を��て��の�と���を�え�����������

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
����� �� ���������u� for ���� ��������� to live ��������
����� �� ���������� for ��u������ to know ���� ��� u��� ���������������

　☆　☆ 　　for A to … �「A が〔A にとって〕…すること」�����を�し������ �定詞�前�
�る f��� � ��「��� �定詞���上�主語」�呼ば���る�����

　簡単�言えば�こ�「��� �定詞���上�主語」���「誰〔何〕が…しているか」を����
�����

　　����� ��� ����� ������� �前���上�主語を�� f��� ���� ��������� が付������こ���　����� ��� ����� ������� �前���上�主語を�� f��� ���� ��������� が付������こ�������� ��� ����� ������� �前���上�主語を�� f��� ���� ��������� が付������こ���
��「誰が ����� ������� ���行為を�るか」を�し��る�������

　f��� ���� ��������� � ��� ����� �������
　　お年寄�が　　　 �人�生活�るこ�

　�「お年寄�が�人�生活�るこ�」

　☆　☆ 　　�����考え��同じ���f��� ��u�������「誰がk���� ���� ��� u��� ���������������る�か」
を�し�����

　　　　f��� ��u������　�　��� k���� ���� ��� u��� ��������������f��� ��u������　�　��� k���� ���� ��� u��� ��������������
　　　　　  �生が　　　　　 ������を�るこ� ������を�るこ�������を�るこ�こ�

　　　　�「�生が������を�るこ�」�「�生が������を�るこ�」
　　�だし�ここ�� ���������� �訳�大切����つ�が�を考える��「�生������要　�だし�ここ�� ���������� �訳�大切����つ�が�を考える��「�生������要�だし�ここ�� ���������� �訳�大切����つ�が�を考える��「�生������要

��」�訳し��が�日本語�し��自然��じ�����������

　☆　☆ 　　��������� Key Point 2��習し� �� �� � ��� � �������� �定詞���上�主語
を�� f��� A が付�����������し�が���It is 〜 for A to … �「A が〔A にとっ
て〕…することは〜である」�����������

　　　�� �� �� �� ���������u� �� f��� ���� ��������� ��� ����� ��������
　　　　　　　������
　　　��　�� �� �� ���������� ��　f��� ��u������ ��� k���� ���� ��� u��� ���������������
　　　　　　　　������
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　☆　☆ 　　�����わ���る ���� ��� � �「��る�法」��������「��� �定詞を用���
要��」�項�参照し�下さ��

　　���お年寄�が�人�生活�る��危険だ�
　　����生����������を�るこ���要だ�����生����������を�るこ���要だ�

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　����� �� ������������ for you to study ������� �u���� ���� �u����� ����������
　　　����� �� ��u� ������ for Jim to become � ����f���������� ��������� ���������

���◦  ������������ �「�物�事が�必要�」�����を�し����� �� ������������ f��� A ���
� �「A ������るこ�が必要だ」�����を�し��������������� �つ�
�注���きこ���You ���� ������������ ��� � ����人を主語�し���用�る
こ�が�き�����こ����

◦  f��� ����u ��� ��u��� ������� ��f��� ����u�君������ ��� ��u��� �����������一
生懸命勉強�るこ����「君�������一生懸命勉強�るこ�」�����を
�し���������� � �����一生懸命���比較級�「�こ������一生懸命�」
�����������

◦  �u���� �「��間�」������� � や ���� � ����特定�期間を��言葉�共�
�わ����

◦  �u����� ��������� �「夏休み」�������������休日�を用����u����� ����������
�し��同じ��を�せ���

���◦  f��� J�� ��� ��������� � ��f��� J���ジムが�� ��� �������������るこ����「ジ
ムが���るこ�」�����を�し���

◦  ����f���������� �「職業�し��る�プロ�」�����反�語� ������u��アマチュ
ア��素人�����

���夏休み�間����一生懸命勉強�るこ�が君��必要だ�
���ジムがプロ野球選手��るこ�が���夢だ�

ZECAA1-Z1J1-0�
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to 不定詞の意味上の主語（２）

It is 〜 of A to …（…するとは A は〜（＝性質）である）

　���������������と����������え��������������������と����������え�������������え�����������え�����������

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
����� ��� ������ of ���� to trust ����
����� �� ������ k��� of ����u to carry ��� �u��������

　☆　��� � ���上�主語�つ��「誰〔何〕が��る�か」を�����f��� A ��� � ��る�☆　��� � ���上�主語�つ��「誰〔何〕が��る�か」を�����f��� A ��� � ��る�
が基本�し����　Key Point 4�

　　�ころが�外的����f A � ��� � �������f � ��� �定詞���上�主語を��場合が��　�ころが�外的����f A � ��� � �������f � ��� �定詞���上�主語を��場合が���ころが�外的����f A � ��� � �������f � ��� �定詞���上�主語を��場合が��
���

　　������ �� � ��� � ���お������ころ�「�る種�形�詞」がき�場合���　������ �� � ��� � ���お������ころ�「�る種�形�詞」がき�場合���
　具�的���具�的���

　k�����������������親切��　���������������賢��　���������礼儀正し��
　f������������������u����愚か��　������������注���
　���z���気がふ���　��u����むご��　�u����無礼��　　�ど

　　こ�ら�み�「こ�ら�み�「人の性質」を��形�詞���
　　��わち���わち�It is ＋［人の性質を表す形容詞］＋ of A ＋ to … ���形��るわ����
　　　　　　　　　　　　　　　　こ�場合� ��f ��る

　����� �� ��� �� ������　��　��f ���� ��　��� ��u�� ����
　　　　　　　　　　���
　　　　　　　　　 愚か�　　彼女が　　  彼を信用�る

　����� �� �� �� ������ k���　�� ��f　����u �� ��� ������ ��� �u��������
　　　　　　　　　　���
　　　              ���親切�　　���が　　��スーツケースを運ぶ

　☆　☆ 　�� �� �人�性質を��形�詞� ��f A � ��� … ��人物 A �対�る評価を�������「A
が��るこ�����る」�訳����「��る��〔��る�ん�〕A ��だ」�訳��が
普����

ZECAA1-Z1J1-0�



１章
不
定
詞
を
マ
ス
タ
ー

13

　　���彼を信用�る�ん�彼女�愚かだ������彼を信用�る�ん�彼女�愚かだ���
　　�����スーツケースを運ん�く�る�ん���������親切����ね������スーツケースを運ん�く�る�ん���������親切����ね�

問題
日本����を������各空��適切��語を入��しょ��
　　　���彼��ん�こ�を言����君�失礼�こ�をし�ね�
　　　　　  ���　　��u����　　�����u�　　����� �u�� � ����� ��� ����
　　　����がこ�仕事を明日���終えるこ�����だ�
　　　　　  �　　��� �������������　　�����　　�fi���� ���� ����k ��� ������������
　　　������つ��述��������賢�こ������せん�し�ね�
　　　　　  �� ������ ������ ���������　　�����u�　　���������� ���

���◦  日本語訳�「��る���君�失礼」���������が �� �始������� �u�� 
� ����� ��� ����彼��ん�こ�を言��が�尾��るこ�から��� �� � ��� � ��
�を用����わか����

◦  「失礼�こ�をし�」��るこ�から��初�空��� ��� 動詞�過去形 ��� が入�
����u����失礼���人�性質を��語��から���� ���� ���上�主語を��
�� of ����u を用����

���◦  日本語訳� fi���� ���� ����k ��� ������������こ�仕事を明日���終える�が�尾�
回さ���るこ�から��� �� � ��� � ���わか����

◦  �　　　���� が fi���� ���� ����k � �る人 を�し��る��わ�る���第��空
��� f��� を入������������������物�事が�������人�性質を��語�
��������f ������� �「����」���期限を�し���

���◦  日本語訳� ��������� ������つ��述�る�が�尾��るこ�から��� �� � ��� �
���を用���る��わかる���第��空��� ��� を入����第��空��
前� ���������賢明�����人�性質を��語句が�る������ ��������� �� ���
上�主語� of � ��し���

◦  �お���������� ��語�「��つ��述�る」������動詞������������� 
����u� �� �し�����せん�

���������f����　������f�������　�����f����

ZECAA1-Z1J1-10
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❷　形容詞用法

基本的�形と意味
名詞〔代名詞〕＋ to…（…する（ための；べき）〜）

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
� �� �����k��� f��� a baby-sitter to take care of my baby�

　☆　形�詞用法� ��� �定詞���　形�詞用法� ��� �定詞���前にある名詞や代名詞の内容を説明する ��� � ���

　�　�� �� �����k��� f�����　� �����-������� ��� ��k�� ����� ��f ��� ������
　
　��　�を探し��る　　ベビーシッター　　赤ちゃん�世話を�る

　☆　��� � が ��� �動詞�　��� � が ��� �動詞��原形�前置詞 ��る場合が�����
　　�　C�� � �������� ������������　C�� � �������� ����������� to write with ?
�何か�く��〔筆記用具〕を借����？�
　　　こ���� ����������� � ������ ���� �������関係が成立し���こ���� ����������� � ������ ���� �������関係が成立し���
　　　　　������ ��������く�� ������������何か��「何か��く」������ ��������く�� ������������何か��「何か��く」

　　��赤ちゃんを世話し�く�る人を探し�������赤ちゃんを世話し�く�る人を探し�����

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　������� ���� knives to cut meat with�

◦  k�������ナイフ�� ��� �u� ����� �������肉を切る�������「肉を切る�����
ナイフ」��を�し���

◦  k���������� � �����u� ����� ���� � k������ �「ナイフ�肉を切る」���関係が成立し���

　こ�ら�肉を切る�����ナイフ���

学習時間のめやす 10分

ZECAA1-Z1J1-11
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❸　副詞用法

目的を��用法

to ＋動詞の原形で「…するために；…するように」

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
���B��� �� ju�� ��u� to buy ������ �������
���S��� ����� ������ � ������� in order not to gain ��������

　☆　�����る�����る to … ��「…するために〔ように〕」���を�し���
　　　　B���　　　�� ��　　　　�� ju�� ��u�　　　　　��　B���　　　�� ��　　　　�� ju�� ��u�　　　　　��　��� �u�� ������ �������
　　　　ビル�　　　���る　　 ちょ��外出し�　　　   �何枚か�切手を買����

　　　������in order to … �「…するために〔ように〕」��を�し���
　　　� B��� �� ju�� ��u�� B��� �� ju�� ��u� in order to �u�� ������ �������

　☆　�����る☆ 　�����る　�����る�����る in order not to � �否定�目的を�し�「…しないために；…しないように」
�����������not � to の前に置き���

　　　　S���　　　�� �����　　　�� ������ � ������� ��　S���　　　�� �����　　　�� ������ � ������� ��　�� ������� ���� ��� ���� ��������
　　　　彼女�　　　�を��る　　�ん��しだ�　 ��を　�を��る　　�ん��しだ�　 ��を�を��る　　�ん��しだ�　 ��をふやさ�����

　　���ビル�切手を買���ちょ��出か���������ビル�切手を買���ちょ��出か������
　　���彼女���をふやさ������ん��ししか��������彼女���をふやさ������ん��ししか�����

問題
日本����を������カッ���適切��語を入��しょ��
　　　���外国旅行を�る�����パスポー�を持������ば�ら���
　　　W�� �u�� ����� � ����������　　��　　��　　�������� f�������� ���u��������

◦  �後�空��直後�動詞�原形 ���������を旅行�る�が�る����語�目的を�し ���
�定詞を含む �� ������� ��� � を用��「外国旅行を�る���」��を�し���

　��������������

学習時間のめやす 25分

ZECAA1-Z1J1-12
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原因・理由を��用法

be glad〔sad など〕to …（…してうれしい〔悲しい など〕）

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
�����m sorry to hear ���� ����u� ���� ������
���W�� were disappointed to know ���� ��������� ��� ������ �����������

　☆　　be 動詞＋感情を表す形容詞＋ to … �「…して〜だ」�����������
　　　������������ �������　　　　　　　　�� to hear ���� ����u� ���� ������
　　　　　　���を��形�詞�　　　　　　　����原����を��������を��形�詞�　　　　　　　����原����を�����　　　　����原����を�����　����原����を�����

　　　　　　����だ　　　　　　　　　　　�����が�んだ��������だ　　　　　　　　　　　�����が�んだ����　　�����が�んだ���������が�んだ����

　　　���W�� ���������W�� ������ ��������������　　　��　to know ���� ��������� ��� ������ �����������
　　　　　　　　　　　���を��形�詞�　　　　����原����を��������を��形�詞�　　　　����原����を�����　　����原����を�����　����原����を�����
　　　　　　���が�か�し�　　　　　　　　　���ン�ー�が�������������が�か�し�　　　　　　　　　���ン�ー�が����������

　☆　　「��を��形�詞」����������が�����

　�������怒���　�����������������し��　��������������快�����
　����悲し��　���������������が�か�し��　�������������ど

　　���お�く��が�んだ������������お�く��が�んだ����������んだ������������������
　　������ン�ー�が��������������が�か�し��������ン�ー�が��������������が�か�し��

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　S��� was ������ happy to receive � ������ �������� f���� ����

◦  ��� ���������� �前� �������幸せ�������を��形�詞が�る������ ���������� が�「�
��」������原����を�し��る�考え���

◦ ���������� � �������� f���� � ��「�から手紙を�ら�」��������

　彼女�彼からラブレターを�ら��������幸せだ���

ZECAA1-Z1J1-13
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判断の理由・根拠

to ＋動詞の原形で「…するなんて；…するとは」

太字部分に注意�て�次の英文の意味を考えてみ������
���S��� �u�� ��� ������ ����� to get into ������� U������������
������ �� ���z�� to go out �� ���� �������

　☆　　to … ��「…するとは；…するなんて」���が�����

　�㆒�S��� �u�� ��� ������ �����　　　�� to get ����� ������� U������������
　　　�判断を述���る���　　　　　　　�判断����根拠を�����

　　　彼女����頭が���違���　　　ハーバード大�へ入��る��

　　　※　�u�� �「��違���」������ �「頭が��」��������
　�㆓���� �� ���z��　　　　　　　�� to go ��u� �� ���� �������
　　　�判断を述���る���　　　　�判断����根拠を�����

　　　彼�頭がど�かし��る　　　　こ�嵐���外出�る��

　　���ハーバード大��入��る�ん��彼女����頭が���違�������ハーバード大��入��る�ん��彼女����頭が���違����
　　���こん�嵐��を出か���く�ん��彼�頭がど�かし��る�����こん�嵐��を出か���く�ん��彼�頭がど�かし��る��

問題
太字���注�し���������を考え�み�しょ��
　　　���S��� �u�� ��� ��u��� to wear ���� ������� ��� � �������
　　　���W��� � f����� � �� to ask ��� �u�� � qu�������� !

���◦ ��� ����� �下が判断����根拠を������������
◦ ���� ������� �「ハイヒール�靴」�こ����� � ������ �「ピクニック�」���

���◦ ��� ��k �下が判断����根拠を������������
◦ ��k 人 � qu�������� �「人�質問を�る」��u�� �「�����」���

���ピクニック�ハイヒールを履��くる�ん��彼女�愚か者�違����
���彼��ん�質問を�る�ん�����ん���愚か者だ�

ZECAA1-Z1J1-1�
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to 不定詞を用いた重要表現

 〜 enough to …（…する 〔…できる〕 ほど〜）

�����u��［inʌ́f］
副　十��
形　十��������� �� f����� enough to ���� f��� ������� ������ ������

���７日��ら�るだ���料��る��

①� �����u���十��������� ��� ����る�ど��「��る�ど�」� �����u���十��������� ��� ����る�ど��「��る�ど�」�����u���十��������� ��� ����る�ど��「��る�ど�」�十��������� ��� ����る�ど��「��る�ど�」��� ����る�ど��「��る�ど�」���る�ど��「��る�ど�」��る�ど��「��る�ど�」�る�ど��「��る�ど�」��る�ど�」�る�ど�」
②enough は〜の後には〜の後に置き��が��が名詞�時�名詞�前��置����
　Ex� ������� �� ������� ��������� �� enough f����� ��� ���� f��� ������� ������ ������

□　日本����を������各空��適切��語を入��しょ��
　　彼��人�生活�きる�ど�年齢だ�彼��人�生活�きる�ど�年齢だ�
　　��� �� �����　　��　　������ ��� �������f���� �� �����　　��　　������ ��� �������f�

 too 〜 to …（…するには〜すぎる；〜すぎて…できない）

��� �
� � る � �� 程
度を��副詞用
法� ��� �定詞�

���� qu�������� �� too ��ffi�u�� to ��������
�こ�質問�難し�ぎ�答えら�����

①����� ����ぎる�� ��� ����る��������� ����ぎる�� ��� ����る����
　�「��る����ぎる」�「��ぎ���き��」
②��� � �目的語�主語�時���� � �目的語を付���������� � �目的語�主語�時���� � �目的語を付�������
　×　���� qu�������� �� ����� ��ffi�u�� ��� ������� ���� ���� qu����������

□　日本����を������各空��適切��語を入��しょ��
　　今日�外�遊ぶ��寒�ぎる�今日�外�遊ぶ��寒�ぎる�
　　������� �� ���　　�������　　������ ��u���������������� �� ���　　�������　　������ ��u���������

解答 �����u������

解答 ���������

学習時間のめやす 10分
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 what to …（何を…すべきか）

����［hwʌ́t］
代　何を

���� ������ ������ k���� what to say ��� ��� ����������
����ーチ�選手�ち�何を言���げる�きかわから�か����

���� S ����u�� V �形��き換えら�るこ�が���
　� ���� ������ ������ k����� ���� ������ ������ k���� ���� ��� ����u�� ���� ��� ��� ����������

□　日本����を������各空��適切��語を入��しょ��
　彼女�テス�前�何を勉強し�ら��かわか�����彼女�テス�前�何を勉強し�ら��かわか�����
　　S��� k�����　　��　　���u��� ���f����� ���� ��x���S��� k�����　　��　　���u��� ���f����� ���� ��x���

 how to …（…する方法；いかに…すべきか）

����［háu］
副　ど����

��� ��������� k���� how to behave ������� ��� �u����������
�彼�先輩�ち�対し�ど�振る舞��きかわか�������

���� S ����u�� V �形��き換えら�るこ�が���
　� ��� ��������� k���� ���� ��� ����u�� �������� ������� ��� �u����������

□　日本����を������各空��適切��語を入��しょ��
　車�運転�仕�を教え���だ���か�車�運転�仕�を教え���だ���か�
　　W��u�� ����u �������� ������ ����　　��　　������� � ��� ?W��u�� ����u �������� ������ ����　　��　　������� � ��� ?

解答 ��������

解答 ��������
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頻出単語チェック〔動詞１〕

　☆　�え�����語の��の�����に�を��������え�����語の��の�����に�を�������

■グループ１：動詞＋人＋ of 〜 で「人に〜を知らせる」などの意を表すもの。動詞＋人＋ of 〜 で「人に〜を知らせる」などの意を表すもの。

□　　inform 人＋ of 〜　　　　　　　inform 人＋ of 〜　　　　　inform 人＋ of 〜　　　　　    人＋ of 〜　　　　　of 〜　　　　　〜　　　　　�人に〜を知らせる�
□　　remind 人＋ of 〜　　　　　　　remind 人＋ of 〜　　　　　remind 人＋ of 〜　　　　　    人＋ of 〜　　　　　of 〜　　　　　〜　　　　　�人に〜を思い出させる�
□　　convince 人＋ of 〜　　　　　　　convince 人＋ of 〜　　　　　convince 人＋ of 〜　　　　　   人＋ of 〜　　　　　of 〜　　　　　〜　　　　　�人に〜を確信させる�

★こ�ら�動詞����f �併せ�覚え�おき�しょ��
Ex� P������� remind ��� of ���� ����� ��f ���� ����������
 ���ミーティング�時間を��出させ�下さ���
　こ�ら�動詞� �動詞�人� ���� �� �形�用�るこ���き���こ�ら�動詞� �動詞�人� ���� �� �形�用�るこ���き���
Ex� ��� reminded ��� that ���� ������� �����
 �彼���彼女が猫が���好きだ���こ�を��出させ���

■グループ２：動詞＋人＋ with ＋〜 で「人に〜を与える」などの意を表すもの。動詞＋人＋ with ＋〜 で「人に〜を与える」などの意を表すもの。

□　　impress    人＋ with ＋〜　　　　　　�人に〜を印象づける�
□　　present    人＋ with ＋〜 　　　　　　�人に〜を贈呈する�
□　　provide    人＋ with ＋〜 　　　　　　�人に〜を供給〔提供〕する�
□　　supply    人＋ with ＋〜 　　　　　　�人に〜を提供する�
□　　trust     人＋ with ＋〜 　　　　　　�人に〜を預ける�

★こ�ら�動詞� ���� を伴���「人�何かを与える」�ど���を�し���
Ex� ��� impressed ��� with ���� ������������ ��f ���� ���u����� j����
 �彼��������き��仕事��要性を痛�させ���

■グループ３：自動詞で用いる場合，特定の前置詞と併せて用いるもの。自動詞で用いる場合，特定の前置詞と併せて用いるもの。

□　　apologize to      〜　　　　　　　　　　�〜に謝る�
□　　arrive at〔in〕      〜　　　　　　　　　　�〜に到着する�
□　　get to          〜　　　　　　　　　　�〜に到着する�
□　　complain about〔of〕   〜　　　　　　　　　　�〜の不平を言う�
□　　reply to         〜　　　　　　　　　　�〜に返事をする�
□　　start from        〜　　　　　　　　　　�〜から出発する�

★ こ�ら�動詞が上��さ�����用�ら�る場合�自動詞��る��直接名詞を目的語���
らず�前置詞が必要������

Ex� � �u�� apologize to ����u f��� ������� ���
 �������を�くし�こ�を謝ら�く���ら����

学習時間のめやす 20分
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■グループ４：-self と共に用いて自動詞的な意味を表すもの。-self と共に用いて自動詞的な意味を表すもの。

□　　amuse oneself        �楽しむ；遊ぶ�
□　　content oneself        �満足する�
□　　enjoy oneself         �愉快に過ごす�
□　　occupy oneself        �従事する；専心する�
□　　present oneself        �現れる�
□　　seat oneself          �座る�

★ こ�ら�動詞�他動詞�し�用�る場合�主語�対応し� -����f �併せ�用����-����f �特�
訳出し�せん����-����f を用�ず�受動態�し���こ�������

Ex� S��� occupied herself with k���������彼女�編み物�専�し�����
　 � S��� was occupied with k��������� S��� was occupied with k��������

■グループ５：受け身の形で，感情を表すもの。受け身の形で，感情を表すもの。

□　　be amazed           �驚く�
□　　be startled           �驚く�
□　　be surprised          �驚く�
□　　be amused           �面白く思う�
□　　be pleased           �喜ぶ�
□　　be satisfied           �満足する�
□　　be annoyed           �いらいらする�
□　　be disappointed         �がっかりする�

★こ�ら�動詞����を��時�受動態�用����
Ex� ��� ���� ��� surprised �� ����u� ����������������上達ぶ��彼�驚く�しょ���

■グループ６：目的語が動名詞（…ing）か不定詞（to do）かで意味の異なるもの。目的語が動名詞（…ing）か不定詞（to do）かで意味の異なるもの。が動名詞（…ing）か不定詞（to do）かで意味の異なるもの。動名詞（…ing）か不定詞（to do）かで意味の異なるもの。

□　　forget    〜 〜〜         �〜を忘れる�
□　　remember  〜         �〜を覚えている�
□　　try      〜         �〜を試す�

★ こ�ら�動詞����動名詞����行��こ����定詞�こ�から行�こ���どちらを伴
�か����が異�����

Ex� R���������� to ����� ��� ���� � �� ��u� �������� � D����� f������� to ����� � �同��
�彼��が今日出か���るこ�を伝える�を忘����ね��
　こ���彼� ���� �下����今日��出か���るこ��を�こ�から忘�ず�彼�伝え�こ���彼� ���� �下����今日��出か���るこ��を�こ�から忘�ず�彼�伝え�
�し����こ����
Ex� � ����������� seeing ���� ���� ���f������������女��前会��記憶が�る�����
　こ���「���女�会��」�� ����������� ��前�時��こ�����動名詞を用����こ���「���女�会��」�� ����������� ��前�時��こ�����動名詞を用����

ZECAA1-Z1J1-1�
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■グループ７：関係・所属・所有などを表すもの。：関係・所属・所有などを表すもの。関係・所属・所有などを表すもの。

□　　belong to   〜         �〜に属している�
□　　consist of   〜         �〜から成る�
□　　contain    〜         �〜を含んでいる�
□　　depend on  〜         �〜次第である�
□　　have     〜         �〜を持っている�
□　　own     〜         �〜を持っている�
□　　possess    〜         �〜を持っている�
□　　resemble   〜         �〜と似ている�

★ こ�ら�動詞を上��し����用�る時���原則�し�進行形��し�せん�「���る」
���日本語�つら��間違え�����し�しょ��

Ex� ���� ��x���u����� ������������ consists of ������� ����������
 ���実行委員会�７人��成さ�������
　���� ��x���u����� ������������ is consisting of � � �����せん����� ��x���u����� ������������ is consisting of � � �����せん�
　�だし ����� �つ�������外���を��時��進行形��るこ�が�き����だし ����� �つ�������外���を��時��進行形��るこ�が�き���
Ex� ������ are having �u��� ������彼ら�今�昼�を����る�ころ�������
　　�「��る」�������る��進行形��き���こ�場合 ������ � ������� ����「��る」�������る��進行形��き���こ�場合 ������ � ������� ���

■グループ８：人の心理状態を表すもの。：人の心理状態を表すもの。人の心理状態を表すもの。

□　　doubt    〜          �〜を疑う�
□　　wish    〜          �〜を願う�
□　　suppose  〜          �〜と思う�
□　　forget    〜          �〜を忘れる�
□　　imagine   〜          �〜と想像する�
□　　like     〜          �〜が好きである�
□　　think    〜          �〜と思う�
□　　want    〜          �〜を欲する�

★こ�ら�動詞��こ�����������進行形�し�せん��動詞��こ�����������進行形�し�せん�動詞��こ�����������進行形�し�せん�
Ex� W����, ���� ��� ����� ��  � have forgotten ���� ����u �����
 �ええ��ちょ��待������が何�言���か忘��し������
　しかし「�し��る�ころだ��しか���る」�����しか���る」����しか���る」���一時的な心理状態を示す時に進行形にな
るものがあります�特� ����k �つ����こ�パターン�進行形が�く�わ����
Ex� ��m thinking ���� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ���� �����
���計画を変更�きるか�し����考え��る�ころ����
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■グループ９：語順を入れ換える時，前置詞に to をとるもの。：語順を入れ換える時，前置詞に to をとるもの。語順を入れ換える時，前置詞に to をとるもの。
　　　　　　　S ＋ V ＋人＋〜S ＋ V ＋人＋〜  S ＋ V ＋〜＋ to 人 と書き換え可能。。

□　　give 人   〜�〜 to 人�       �人に〜を与える�
□　　pay  人   〜�〜 to 人�       �人に〜を支払う�
□　　teach 人  〜�〜 to 人�       �人に〜を教える�
□　　tell  人    〜�〜 to 人�       �人に〜を話す�
□　　write  人   〜�〜 to 人�       �人に〜を書く�
□　　lend 人   〜�〜 to 人�       �人に〜を貸す�
□　　pass 人   〜�〜 to 人�       �人に〜を手渡す�
□　　sell  人   〜�〜 to 人�       �人に〜を売る�
□　　send 人   〜�〜 to 人�       �人に〜を送る�
□　　show  人   〜�〜 to 人�       �人に〜を見せる�

★間接目的語�直接目的語を入�換える��前置詞 ��� が必要������
Ex� ��� taught ��� E��������彼����語を教え�く����
　　� ��� taught E������ to ����� ��� taught E������ to ����

〔参考〕下に挙げた動詞は　S ＋ V ＋人＋〜  S ＋ V ＋〜＋ for 人 と書き換え可能。

□　　buy  人   〜�〜 for 人�      �人に〜を買ってやる�
□　　make  人  〜�〜 for 人�      �人に〜を作ってやる�

Ex� S��� bought ���� ���� � �������彼女�息子�お�ちゃを買��や����
　　� S��� bought � ����� for ���� ������ S��� bought � ����� for ���� �����

■グループ㆒₀：that 節を伴う場合，注意が必要なもの。that 節を伴う場合，注意が必要なもの。
　　　　　　　S ＋ V ＋ O ＋ to do と S ＋ V ＋ that 節 は可。
　　　　　　　S ＋ V ＋ O ＋ that 節 は不可。S ＋ V ＋ O ＋ that 節 は不可。。

□　　ask       that S�should�  V 〜　　�S が V するように頼む�
□　　recommend   that S�should�  V 〜　　�S が V するように勧める�
□　　expect     that S  will     V 〜　　�S が V するのを期待する�
□　　order      that S�should�  V 〜　　�S が V するのを命じる�
□　　request     that S�should�  V 〜　　�S が V するのを要請する�

★ こ�ら�動詞� S � V � O � ��� ��� ���を�����しかし�こ�を ���� �を用���き換
える時�S � V � O � ���� � ��らず�S � V � ���� � �形������

　し�が���S � V � O � ���� � ���が���せん��注�し�下さ��
Ex� ���� ��������� ���������� him to ��� ���������会社�彼��こ�行く���命じ���
　� ���� ��������� ���������� that he�should���� ��������� ���� ��������� ���������� that he�should���� ��������
　���� ��������� ���������� him ���� ��� ����u�� ��� �������� ���用���し�せん����� ��������� ���������� him ���� ��� ����u�� ��� �������� ���用���し�せん�
　�����k � ���� �を用�る������ �定詞��を�るこ�が������������k � ���� �を用�る������ �定詞��を�るこ�が�������
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次の英文は，先生について子供たちが話し合った内容の一部を英語にしたものである。英文
を読んで，以下の設問に答えよ。 （叅0 点）
　Should students be *allowed to choose their teachers ?  At first, the question seemed 
to be so simple and the answer so easy.  Of course, we *ought to be able to choose 
our teachers.  We would be able to choose the most popular teachers ⓐ to teach our 
classes.
　But how should we choose our teachers ?  Should we choose a teacher who could 
make the lessons fun ?  Or should we choose a teacher who could show us how to get 
better scores on our exams ?
　The teachers at school donʼt seem to understand what we really want to know.  Are 
there any teachers we would want to choose ?  What do we do if we canʼt choose 
anyone ?
　ⓑ Suddenly, we found it hard to answer the question.
　*allow：「（…すること）を許す」　　　*ought to …：「…すべきである」
⑴　下線部 ⓐ と同じ用法・意味の to 不定詞を含む英文を次のａ～ｄの中から１つ選び，

記号で答えよ。（７点）
ａ　It is impossible ⓣⓞ ⓒʰⓐⓝɡⓔ the weather.
ｂ　I was happy ⓣⓞ ɡⓔⓣ an e-mail from Annie in LA.
ｃ　She grew up ⓣⓞ ⓑⓔ a singer.
ｄ　I am looking for a person ⓣⓞ ⓣⓐⓚⓔ care of my dog.

⑵　次のａ～ｄの中に，生徒たちが先生について議論・主張していない文が１つ含まれてい
る。その文を選び，記号で答えよ。（７点）
ａ　Students should be able to choose their teachers.
ｂ　Students should choose a teacher who could make the lessons fun.
ｃ 　Students should choose a teacher who does not understand what students 

want to know.
ｄ 　Students should choose a teacher who could show them how to get better 

scores on the exams.
⑶　下線部 ⓑ を和訳せよ。（1⓺ 点）
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以下の設問にそれぞれ答えよ。 （㆓₀ 点：各２点）
⑴～⑸　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を補え。ただし，初めの１字（問

題によっては２字）が示されているので，それに続く単語を答えること。
⑴　君が酒を飲み過ぎないことを勧める。

I （a                  ）you to give up drinking too much.
⑵　ビールの消費量は大いに天気次第である。

Consumption of beer largely （d                  ） on weather.
⑶　今フランスを旅行していると想像してみて下さい。

（I                 ） that you are traveling in France now.
⑷　あなたは今の仕事に満足していますか。

Are you （sa               ） with your present job ?
⑸　彼らはその病気の孤児に食料と薬を提供した。

They （p                  ） the sick orphan with food and medicine.
⑹～⑽　次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，各空所に入れるのに最も適切な１語を

答えよ。
⑹　Please lend me one thousand yen.

Please lend one thousand yen （                ） me.
⑺　At last we reached the station.

At last we （                ） to the station.
⑻　Every time I look at this river, I remember my hometown.

This river always （                ） me of my hometown.
⑼　We had a good time at his birthday party.

We （                ） ourselves at his birthday party.
⑽　Remember to bring your passport tomorrow.

Donʼt （                ） to bring your passport tomorrow.

2
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次の英文は，先生について子供たちが話し合った内容の一部を英語にしたものである。英文
を読んで，以下の設問に答えよ。 （叅0 点）
　Should students be *allowed to choose their teachers ?  At first, the question seemed 
to be so simple and the answer so easy.  Of course, we *ought to be able to choose 
our teachers.  We would be able to choose the most popular teachers ⓐ to teach our 
classes.
　But how should we choose our teachers ?  Should we choose a teacher who could 
make the lessons fun ?  Or should we choose a teacher who could show us how to get 
better scores on our exams ?
　The teachers at school donʼt seem to understand what we really want to know.  Are 
there any teachers we would want to choose ?  What do we do if we canʼt choose 
anyone ?
　ⓑ Suddenly, we found it hard to answer the question.
　*allow：「（…すること）を許す」　　　*ought to …：「…すべきである」
⑴　下線部 ⓐ と同じ用法・意味の to 不定詞を含む英文を次のａ～ｄの中から１つ選び，

記号で答えよ。（７点）
ａ　It is impossible ⓣⓞ ⓒʰⓐⓝɡⓔ the weather.
ｂ　I was happy ⓣⓞ ɡⓔⓣ an e-mail from Annie in LA.
ｃ　She grew up ⓣⓞ ⓑⓔ a singer.
ｄ　I am looking for a person ⓣⓞ ⓣⓐⓚⓔ care of my dog.

⑵　次のａ～ｄの中に，生徒たちが先生について議論・主張していない文が１つ含まれてい
る。その文を選び，記号で答えよ。（７点）
ａ　Students should be able to choose their teachers.
ｂ　Students should choose a teacher who could make the lessons fun.
ｃ 　Students should choose a teacher who does not understand what students 

want to know.
ｄ 　Students should choose a teacher who could show them how to get better 

scores on the exams.
⑶　下線部 ⓑ を和訳せよ。（1⓺ 点）

　生徒が先生を選ぶことを許すようにすべきでしょうか。この質問は，初めはとても単
純で，解答はとても簡単に思われました。もちろん，私たち生徒が自分たちの先生を選
ぶことができるようにするべきです。そうしたら，私たちは自分たちのクラスを教えて
くれる一番人気の先生を選ぶことができるでしょう。
　でも，どのようにして先生を選ぶべきでしょうか。面白い授業をしてくれる先生を選
ぶべきでしょうか。テストでよい点を取る方法を教えてくれる先生を選ぶべきでしょう
か。
　学校の先生たちは, 私たち生徒が本当に知りたいことを理解していないように思われ

1
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⑴　下線部の to teach は直前の teachers という名詞を修飾
する形容詞用法の to 不定詞です。the most … our classes の

部分の意味は，「自分たちのクラスを教えてくれる最も人気のある先生」
となります。
ａ「天気を変えることは不可能だ。」の意味で，to change ～ は文頭の

It という形式主語の内容を示す名詞用法の to 不定詞です。
ｂ「ロサンゼルスにいるアニーから電子メールをもらってうれしかっ

た。」の意味で，to get は happy と感じる ʻ原因・理由ʼ を表す副詞用法
の to 不定詞です。
ｃ「彼女は大きくなって歌手になった。」の意味で，この to be は ʻ結果ʼ

を表す副詞用法の to 不定詞です。
ｄ「私は犬の世話をしてくれる人を探している。」の意味で，to take 

care of my dog （犬の世話をしてくれる）が直前の a person（人）を修
飾しています。これは to 不定詞の形容詞用法で，下線部と同じ用法・意
味です。

⑵　ａ「生徒は先生を選べるべきだ。」第１パラグラフの内容を見てみま
しょう。第１パラグラフには「生徒が先生を選べるようにすべきで，そう
なれば，生徒は一番人気のある先生を選ぶでしょう。」とあります。
ｂ「生徒は面白い授業をする先生を選ぶべきだ。」第２パラグラフでは，

どのような先生を選ぶべきかが議論されていて，その中で「生徒は面白い
授業をする先生を選ぶべきだろうか。」と議論されています。
ｃ「生徒は，生徒がどんなことを学びたがっているかを理解していない

先生を選ぶべきだ。」第３パラグラフに「学校の先生たちは，私たち生徒
が本当に知りたいことを理解していないように思われます。」とはありま
すが，そういう先生を選ぶべきだという議論はされていません。よって，
これが正解です。
ｄ「生徒は，試験でよい点を取る方法を教えてくれる先生を選ぶべきだ。」

どのような先生を選ぶべきかが議論されている第２パラグラフに，「テス
トでよい点を取る方法を教えてくれる先生を選ぶべきでしょうか。」と議
論されています。

⑶　○ Suddenly, we found it hard to answer the question.「突然，そ

□　to 不定詞の形容詞用
法

ˡˡ. １～４

ˡˡ. ５～６

ˡ. ８

ˡˡ. ６～７

ます。私たちが選びたくなるような先生がいるのでしょうか。もし選びたい先生が誰も
いなかったら，どうしましょうか。
　突然，私たちはその質問に答えるのが難しいことに気がつきました。 （ⓑ）

 　　　　    ⑴　ｄ　　　⑵　ｃ　　　⑶　「全訳」の下線部参照。解答

解説
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の質問に答えるのが難しいことに，私たちは気がつきました。」形式目的
語 it に注意しましょう。

　　we found ⓘⓣ hard 
 ＝

             　   to answer the question

　文の基本構造は we found ⓘⓣ hard（私たちはそれが難しいとわかった）
で，it（＝それ）の内容が「その質問に答えること」となります。

□　形式目的語

ZECAA1-Z1C3-03
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以下の設問にそれぞれ答えよ。 （㆓₀ 点：各２点）
⑴～⑸　日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を補え。ただし，初めの１字（問

題によっては２字）が示されているので，それに続く単語を答えること。
⑴　君が酒を飲み過ぎないことを勧める。

I （a                  ）you to give up drinking too much.
⑵　ビールの消費量は大いに天気次第である。

Consumption of beer largely （d                  ） on weather.
⑶　今フランスを旅行していると想像してみて下さい。

（I                 ） that you are traveling in France now.
⑷　あなたは今の仕事に満足していますか。

Are you （sa               ） with your present job ?
⑸　彼らはその病気の孤児に食料と薬を提供した。

They （p                  ） the sick orphan with food and medicine.
⑹～⑽　次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，各空所に入れるのに最も適切な１語を

答えよ。
⑹　Please lend me one thousand yen.

Please lend one thousand yen （                ） me.
⑺　At last we reached the station.

At last we （                ） to the station.
⑻　Every time I look at this river, I remember my hometown.

This river always （                ） me of my hometown.
⑼　We had a good time at his birthday party.

We （                ） ourselves at his birthday party.
⑽　Remember to bring your passport tomorrow.

Donʼt （                ） to bring your passport tomorrow.

 　　　　    ⑴　advise　　　　⑵　depends　　　　⑶　Imagine　　　　⑷　satisfied
⑸　provided　　　⑹　to　　      　　　⑺　got　     　　　  ⑻　reminds
⑼　enjoyed　　　　⑽　forget

⑴　advise O（人）to do で「（人に）…するように勧める」
です。give up …ing はイディオムで「…するのをやめる〔断

念する〕」の意。 I advise that you （should） give up ～ . という形で用
いることもできます。advise の名詞形は adviⓒⓔ です。こちらも覚えてお
きましょう。

⑵　「～次第である〔～に左右される〕」は depend （up）on ～。同じ意味
は depend の形容詞形 dependent を用いて be dependent （up）on ～ と

問題問題

解答

解説

2
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表すこともできます。また日常会話でよく使われる表現に That depends. 
（＝ It all depends.） があります。これは「それは場合による〔状況次第
だ〕。」の意味です。

⑶　「～と想像する」は imagine で表せます。また imagine の名詞形は
imaginⓐⓣⓘⓞⓝ ですが，以下の派生語の意味の違いも辞書で調べておきま
しょう。
　　imaginable（想像できる），imaginary（想像上の；架空の）
　　imaginative（想像力に富む）

⑷　「～に満足している」は日本語としては，まったく受動態の感じはな
いのですが，英語では be satisfied with ～ というように受動態になる
点に注意しましょう。satisfy は他動詞で「～（人）を満足させる」という
意味なので，「私は満足した。」は I ⓢⓐⓣⓘⓢⓕⓘⓔⓓ. とは言えません。つまり与
えられた英文は，Does your present job satisfy you ? の受動態なので
す。satisfy と同様に用いられるものは be surprised（驚く），be disap-
pointed（失望する）など感情を表す表現に多く見られます。

⑸　with という前置詞に注目しましょう。give や offer では to を伴い，
with はきません。「ＡにＢを与える〔提供する〕」は provide A with B と
言います。なお語順を換えて provide B ⓕⓞⓡ A という形にもすることがで
きます。

⑹　「どうか私に ㆒₀₀₀ 円貸して下さい。」という意味です。第１文はＳＶ
ＯＯの第４文型ですが，第２文は one thousand yen という直接目的語
が先にきてＳＶＯの第３文型となっています。（　　　　）me の部分が
修飾語句ですが，適当な前置詞は何でしょうか。正解は to ですが，この
ように文型を変えたとき前置詞 to を用いる動詞は give を始め，teach

（教える），show （見せる），tell（話す）などたくさんあります。

⑺　「ついに私たちは駅に着いた。」という意味です。「～に着く」の場合 
reach は他動詞ですから，次に前置詞はきませんが，get をこの意味で使っ
た場合は自動詞として，get to ～ とします。また arrive を用いて arrive 
at〔in〕～ としても同意です。反対に，「～を出発する」の場合は leave 
～，start from ～ となることも押さえておきましょう。

⑻　every time … で「…するたびに」という意味です。したがって「こ
の川を見るたびに，故郷を思い出す。」となります。第２文の主語に注
目して下さい。This river という無生物が主語ですね。「この川は私に
いつも故郷を思い出させる。」と考え，of という前置詞をヒントにして 
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remind という動詞が思い浮かんだでしょうか。 remind A（人）of B
（物）の形で「ＡにＢを思い出させる」の意味を表します。

⑼　have a good time は「楽しいひと時を持つ」→「楽しく過ごす」の
意味の慣用句。「我々は彼の誕生パーティーで楽しく過ごした。」の意味に
なります。第２文の ourselves のような oneself の形のものを再帰代名
詞と言いますが，enjoy oneself で have a good time と同じ意味になり
ます。enjoy は他動詞のため何か目的語が必要なので We enjoyed at his 
birthday party. という文は成立しません。

⑽　第１文は「明日パスポートを持ってくるのを覚えておいて下さい。」
の意味です。第２文が Donʼt （　　　　） という否定の命令文で始まって
いますから，remember の反意語の forget が正解と見当をつけましょう。
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