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G-file 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．1日 1万円稼ぐのは大変だと実感した。

I realized that (　　　　　　) (　　　　　　) 10,000 yen a day was 

tough.

2．何か冷たい飲み物をもらえますか。

Can I have something cold (　　　　　　) (　　　　　　) ?

3．医大に入るためにはもっと勉強しないといけない。

You have to study harder (　　　　　　) (　　　　　　) medical 

school.

Expressions 　日本文の意味を表すように，空所に適語を入れなさい。

1．母はいつも早く寝るようにと言う。

My mother always tells me (　　　　　　) (　　　　　　) to bed early.

2．Tシャツ1枚で高山に登るのは危険だ。

It is dangerous for you (　　　　　　) (　　　　　　) high mountains 

in a T-shirt.

3．彼は体重オーバーにならないように間食をしない。

He doesn’t eat between meals so as (　　　　　　) (　　　　　　) 

become overweight.

4．彼女がそのバス停からバスに乗るのを見かけた。

I saw her (　　　　　　) (　　　　　　) a bus at the bus stop.

5．彼女は私を1時間以上も待たせた。

She made me (　　　　　　) (　　　　　　) more than an hour.

ヒント

1．～ a day
 「1日当たり～」

2．in＋衣服
 「～を身に付けて」

3．eat between 
 meals「間食をす
る」

5．more than ～
 「～以上」

不　定　詞Lesson 5

Grammar Point

空所に入れるのに最も適当なものを選びなさい。
The trainer (　　 　　) the elephant enter the cage by beating it with a stick. 
「調教師はゾウを棒で叩いて檻に入らせた」
①　got　　　②　let　　　③　made　　　④　forced　 （高知大）

【正解】③
　「Oに～させる」という使役動詞の用法には〈let＋O＋動詞の原形〉や〈make＋O＋動詞の原形〉
があるが，letが「許可」であるのに対して，makeは「強制」を意味する。getの場合は〈get＋O＋
to＋動詞の原形〉というように to不定詞を取る。
例） Mother made me clean the room.「母は私に部屋を掃除させた」《make：強制》
例） Let me introduce myself.「自己紹介をさせてください」《let：許可》
例） I couldn’t get the car to go faster.「車をもっと速く走らすことはできなかった」《getの用法》
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ヒント1 　日本文の意味を表すように，（　　）内の語句を並べ替えなさい。
1．彼を驚かさないように，そのことは秘密にしておいた。

We kept it a secret (him / in / not / order / surprise / to).

 

2．彼女はどこに座ったらよいか分からなかった。

She (did / know / not / sit / to / where).

 

3．選択肢（option）が多過ぎて，一つに決められなかった。

There were (choose / many / one / options / to / too).

 

4．私たちはまだ運転免許を取得できる年齢ではない。

We are (a driver’s license / enough / have / not / old / to).

 

2 　日本文の意味を表すように，下線部を埋めなさい。
1．姉は私に携帯電話を触れさせてくれない。

My sister  .

2．彼らは呼鈴（doorbell）が鳴るのを聞いた。

They  .

3．私は父に，健康のためにタバコをやめてもらうように頼んだ。� （学習院大）

I asked my father  .

4．�今はインターネットのおかげで外国にいる友人と連絡をとるのが楽になり

ました。� （学習院大）

Now, thanks to the Internet, it is  . 

3 　次の日本文を英語にしなさい。
1．何か温かい飲み物をください。温かければ何でもいいから。� （愛知教育大）

 

 

2．仕事をすばやく済ますためには，携帯電話は欠かせないように思われる。

 （青山学院大）

 

 

1．keep＋ O＋ C
「OをCの状態に
保つ」

4．「運転免許を持つ
のに十分な年齢で
ない」と表す。

1．「携帯電話」
 cell phone; 
 mobile (phone)

2．「鳴る」ring

3．「～するのをやめ
る」stop ～ ing

4．thanks to ～
 「～のおかげで」

 「～と連絡を取る」
contact

1．「何でもいい」
 anything will do

2．「欠かせない」
 really necessary

 「…ように思われ
る」I think ...
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