
Vision Quest English Expression Ⅱ Ace     

Part1  Lesson 5  Practice 
  → 教科書 p.21 

解答  

 1  1. (It is getting dark and) cold outside. 
2. I (would like you to tell me the truth). 
3. His name is Robert. (His friends call him Bob). 
4. (I think it unlikely that) Lisa overslept. 

解説 1. SVC の文。主語は天候や明暗を表す it。「～に

なる」は〈get＋形容詞〉の語順で表す。 
 2. SVOC の文。「～していただきたい」と丁寧に依頼

するときは，〈I would like＋人＋to 不定詞 …〉の

語順。「(私に)本当のことを教える」tell me the truth 
 3. SVOC の文。「A を B と呼ぶ」は call A B の語順。 
 4. SVOCの文。真の目的語にあたる that節以下のLisa 

oversleptを形式目的語 itで表す。形容詞の unlikely
「しそうもない」が補語。 

 2  1. My dream is to be [become] an astronaut. 
2. Kate kept [left] me waiting for an hour.  
3. His question was whether I would join the club or 

not. 
4. You’ll find this novel very interesting. / You’ll find 

that this novel is very interesting. 
5. Don’t leave the window(s) unlocked when you are 

out. 
解説 1. SVC の文。 to 不定詞 to be [become] an 

astronaut「宇宙飛行士になること」が補語として主

語 My dream を説明する文にする。 
 2. SVOC の文。「～を…のままにしておく」は〈keep

＋O＋C(現在分詞または過去分詞)〉で表す。同じ意

味の動詞で leave も使える。目的語の me は，補語

の動作主。補語は「待っている」という継続した動

作なので，現在分詞にする。 
 3. SVC の文。whether 節が補語となる。「～かどう

か」whether ～ or not 
 4. SVOC または SVO(＝that 節)の文。「～が…だと

わかる」は〈find＋O＋C〉か〈find＋O(＝that 節)〉

の語順で表せる。×You’ll find this very interesting 
book.は誤り。 

5. SVOC の文。動詞 leave「～を…のままにしておく」

を用いて〈leave＋O＋C(形容詞や分詞)〉の形で表

す。The window is unlocked.「窓は鍵がかかってい

ません。」が成り立つので，C には過去分詞の

unlocked を用いる。「～してはいけない」は〈Don’t
＋動詞の原形〉で表す。 

ポイント SVOC の文で〈V(keep や leave など)＋O＋

C(現在分詞または過去分詞)〉の形をとるときは，O
＝C の関係が成り立つように，現在分詞と過去分詞

のいずれにするかを決める。 
 
 3  1. The children’s smiles made me (feel) happy 

[happier]. 
2. I found it very important to practice every day. / I 

found that practicing every day is very important. 
3. Our coach seems [looks, appears] happy [satisfied] 

with the team’s results. / It seems [appears] that 
our coach is happy [satisfied] with the team’s 
results. 

4. I was really happy [glad] to take part in 
[participate in] the volunteer work. / It was a good 
experience for me to take part in [participate in] 
the voluntary activity. 

5. My job at [in] the nursing home was talking [to 
talk] to [with] elderly people. 

解説 1. SVOC の文。「その子たちの笑顔は私を幸せな

気分にした」と考える。「～を…にする」は〈make
＋O＋C〉。「O(人)に…させる」〈make＋O＋動詞

の原形 …〉を用いて，made me feel happy とも表

せる。「より幸せ」と考え，happy の比較級，happier
を使ってもよい。 

 2. SVOC あるいは SVO(=that 節)の文で表す。SVOC
の文「～することが…だとわかる」は〈find＋it＋C
＋to 不定詞〉。目的語が長いので，形式目的語 it を
使い，I found it very important とし，to 不定詞で

後ろから説明する。SVO(=that 節)の文で「～とい

うことがわかる」と表現してもよい。「毎日練習す

ることがとても大切だということ」that practicing 
every day is very important 

 3. SVC の文。「～に思える［見える］」は〈seem [look, 
appear]＋形容詞〉で表す。「私」を主語にしないよ

うに注意。it を使って，It seems [appears] that our 
coach is happy with the team’s results.でもよい。 

 4. I was really happy [glad] to do の SVC の文。to 不

定詞以降は happy [glad]の理由を表す。「～に参加

する」take part in ～, participate in。「ボランテ

ィア活動」volunteer work / voluntary activity 
 5. SVC の文。動名詞あるいは to 不定詞が補語となり，

主語 My job at [in] the nursing home を説明する。

「お年寄り」elderly people，または the elderly 
ポイント SVC や SVOC の文では名詞，形容詞，to 不定

詞の名詞的用法，動名詞，分詞，that 節などが補語

となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vision Quest English Expression Ⅱ Ace     

Part1  Lesson 6  Practice 
  → 教科書 p.23 

解答   

 1  1. (I felt someone tap me on) the shoulder. 
2. (I saw him scolded by our teacher).   
3. (The president had his secretary take notes).   
4. I (was made to wait one hour before) I was 

examined. 
解説 1. 知覚動詞 feel を使った文。〈feel＋O＋原形不

定詞[現在分詞，過去分詞]〉の語順。「たたくのを」

と終了した動作を表すので，動詞 tap は原形。ただ

し，「たたいている」と解釈して現在分詞 tapping
としても誤りではない。 

 2. 知覚動詞 see を使った文。〈see＋O＋原形不定詞

[現在分詞，過去分詞]〉の語順。「しかられるのを」

と受け身の動作を表すので，動詞 scold は過去分詞

scolded にする。 
 3. 使役動詞 have を使った文。〈have＋O＋原形不定

詞〉の語順。「取らせた」なので使役動詞 have は

had になる。動詞 take は原形不定詞。 
 4. 「～させられる」は使役動詞「～させる」make の

受動態で表す。使役動詞 make の受動態は〈be made
＋to 不定詞〉の語順。よって make は過去分詞 made
にする。 

ポイント 使役動詞や知覚動詞の受動態では，動詞は to
不定詞になるので注意する。 

  例）My mother made me clean the room. 
    → I was made to clean the room (by my 

mother). 
    He saw me enter the classroom. 
    →I was seen to enter the classroom (by him). 
 
 2  1. Let me tell you about my family. 

2. I got my brother to help me with my homework. 
3. What makes [made] you think that way? 
4. His words made me feel uneasy. 
5. We were made to learn [memorize] ten English 

words every day. 
解説 1. 使役動詞 let を使った文。〈let＋O＋原形不定

詞〉で表す。make も「O(人)に～させる」という意

味だが，「本人の意思により～させる」というニュア

ンスの let と違い，make は「本人の意思に関係なく

無理に，強制的に～させる」という意味なので，この

場合は許可を表す let が適切。 
 2. get も使役動詞として使われる。原形不定詞を使う

make や let とは違い，〈get＋O＋to 不定詞〉で表

す。「～の宿題を手伝う」help ～  with one’s 
homework 

 3. 「何があなたをそう思わせるのですか」と言いかえ

て，無生物主語の構文〈What makes [made] you＋

原形不定詞 …?〉で表す。日本語からこの時制は現

在形でも過去形でもどちらでもよい。 
 4. 「彼の言葉は私に不安を感じさせた」と考える。使

役動詞 make を使い，〈make＋O＋原形不定詞〉で

表す。「不安を感じる」feel uneasy 
5.「～させられる」は使役動詞 make「～させる」の受

動態〈be＋made＋to do〉で表す。made の後が to 
do になることに注意。「覚える」learn または

memorize 
ポイント 使役動詞は「O(人)に～させる」の意味では

〈make [let, have]＋O＋原形不定詞〉の形をとる

が，get は〈get＋O＋to 不定詞〉になる。 
 
 3  1. My mother didn’t let me go to the concert. 

2. She had her hair cut that morning. 
3. I heard someone call me in the distance. 
4. I saw John studying in the library yesterday 

afternoon. 
5. The Italian was trying to make himself [herself] 

understood in Japanese. 
解説 1. 使役動詞の否定文。「(コンサートに行きたい

のに母が許可を出さず)行かせてくれなかった」とい

うニュアンスなので，make ではなく，許可を表す let
が適切。 

 2. 使役動詞 have を使った文。have は「(物を)～して

もらう」という受動の意味でも使え，〈have＋O＋

過去分詞〉で表す。have の代わりに get でも可。cut
の過去分詞は cut。O の後は，O＝物→過去分詞，   
O＝人→動詞の原形となると考えるとよい。 

  I had my bag(物) carried(過去分詞) by the porter. 
  I had the porter(人) carry(原形不定詞) my bag. 

使役動詞「人に～させる」は，目上の人などに使うと

失礼にあたることもあるので注意する。 
 3. 知覚動詞 hear を使った文。〈hear＋O＋原形不定

詞〉を使う。この場合は「呼ぶのを」と終了した動

作を表すので，動詞 call は原形不定詞を使う。 
 4. 知覚動詞 see を使った文。〈see＋O＋現在分詞〉を

使う。「勉強しているのを」と継続中の動作を表す

ので，動詞 study は現在分詞 studying にする。 
 5. 「自分の言うことを理解された状態にする」→「自

分の言うことを理解してもらう」は make oneself 
understood。 

ポイント 使役動詞 make は普通〈make＋O＋原形不定

詞〉の形をとるが，make oneself understood のよ

うに過去分詞が続く場合もある。「O を～された状

態にする」という意味で，この場合，O には oneself
がくることが多い。決まり文句として覚えておくと

よい。 
 
 
 
 
 



 

 

Vision Quest English Expression Ⅱ Ace     

Part1  Lesson 7  Practice 
  → 教科書 p.25 

解答   

 1  1. Lilly told me (that) it was chilly there that day. 
2. Sally asked me if [whether (or not)] I had made 

that cake. 
3. My mother told my brother to go to his room and 

think about what he had done. 
4. I asked Naoki where he had had lunch the day 

before [the previous day]. 
解説 1. 過去の出来事なので時制を過去にし，It’s 

chilly …を it was chilly …とする。「リリーは私に

その日そこは寒かったと言った」 
 2. Yes/No 疑問文を間接話法に書きかえるには，動詞

を伝達動詞 ask にかえ，if または whether を使って

表す。過去においてさらに前の過去の出来事につい

て尋ねているので，時制は過去完了。主語は I にな

ることに注意。「サリーは私に，私があのケーキを

作ったのかどうか尋ねた」 
 3. 命令文を間接話法に書きかえるには，伝達動詞 tell

を使う。「母は兄[弟]に，部屋へ行って自分がした

ことについて考えるように言った」 
 4. 疑問詞を使った疑問文を間接話法に書きかえるに

は，動詞を伝達動詞 ask にかえる。疑問詞以降の語

順は肯定文の語順になる。過去においてさらに前の

過去の出来事について尋ねているので，時制は過去

完了。主語は he になることに注意。「私は直樹に，

前の日にどこで昼食を食べたのか尋ねた」  
 
 2  1. I was told to sit down and wait. 

2. Julia asked me not to tell her secret to anyone. 
3. She advised me to see a doctor immediately. 
4. I talked Fred into accepting the plan. 
5. Stevie Wonder is said to be one of the best 

musicians ever. 
6. David told me not to forget to email him. 
7. I suggested [proposed] to my sister that we 

(should) play cards that night. 
解説 1. 間接話法の受動態。命令文なので〈be told＋to

不定詞〉で表す。 
 2. 否定の命令文なので〈not＋to 不定詞〉で表す。依

頼しているので動詞は ask を使う。 
 3. 間接話法で助言を表すには〈advice＋人＋to 不定

詞〉を使う。「医者に診てもらう」see a doctor [go 
to a doctor, go to see a doctor] 

 4. 「～を説得して…する[させる]」は〈talk＋人＋into
＋doing〉で表す。 

 5. 「～であると言われている」は〈S be said＋to 不定

詞 ～〉で表す。 
  6. 間接話法の否定の命令文は〈tell＋O(人)＋not＋to

不定詞〉で表す。「～することを忘れる，～し忘れ

る」は forget to do。「～したことを忘れる」は forget 
doing。形と意味の違いに注意。 

  7. Let’s ～.や Would you like to do ～?など，勧誘や

提案の文は，伝達動詞 suggest や propose を使って

表す。suggest は他動詞だが「人」を目的語にとら

ず，〈suggest [propose] to＋人＋that …〉の形で表

す(×... suggest my sister to play card ...)。that 節
内の動詞は原形。「～すべきだと提案する」と考え，

that 節で should を伴う場合があるが，省略できる。 
ポイント tell，say ともに「言う」の意味であるが，〈be 

told＋to 不定詞〉は「～するように言われる」(命令)，

〈be said＋to 不定詞〉は「～であると言われている」

(伝聞)の意味になる。 
 
 3  1. Sam told me [said to me] (that) he had been [he 

was] moved [impressed] by the movie. 
2. Did you ask Emily if [whether] she had (ever) seen 

the movie? 
3. I asked Misaki to buy [get] three tickets for [to] the 

movie. 
4. I hear (that) you’re interested in science fiction 

[SF] movies. 
5. According to this magazine, the movie is going to 

[will] be released this Friday. 
解説 1. 間接話法で表す。直接話法では，Sam said, “I 

was moved by the movie.” となる。映画を見て感

動した時点のほうが，サムがそのことを私に言った

時点よりも前なのが明らかな場合，間接話法では，

過去完了形にせずに過去形で表すことも多い。tell
「～だと話す」は，that 節を伴う場合，伝える相手

「～に」を間接目的語として示す必要がある。 
 2. 「～かどうか」は if [whether]を使って表す。if 

[whether]節の時制はここでは過去完了になる。 
 3. 「(人)に～するように頼む」を間接話法で表すには，

〈ask＋人＋to 不定詞〉。 
 4. 「～であると聞いている」は I hear (that) ～.で表

す。that は省略することもできる。「SF 映画」science 
fiction [SF] movies 

 5. 「～によると」は According to ～，「公開される」

は be released。未来の予定と捉えて be going to do
を用いてもよいし，単純未来と捉えて will を用いて

もよい。 
ポイント 伝達内容を伝えるときは，伝達動詞を使った

間接話法で表すほかに，I hear (that) ～「～である

と聞いている」，According to ～「～によると」な

どでも表すことができる。 
 


