
36 ENGLISH EX 37

第 4 文型（S V O' O）の基本

他動詞の中には後ろに（代）名詞を２つ置いて 「他動詞＋名詞（O'）＋名詞（O）」 の形
で 「O'にOを…する」 という意味にできるものがある。この場合のO'を 「間接目的語」，
O を 「直接目的語」 と呼び，「主語＋他動詞＋間接目的語（O'）＋直接目的語（O）」 の
文を 「第４文型」 と呼ぶ。間接目的語（O'）には主として（ A ）格の代名詞や名詞を
置き，直接目的語（O）には（ B ）もしくは（ B ）に相当する語句や節を置く。

01   （（下線部の動詞の間接目的語（O'）と直接目的語（O）を指摘））

a)  What did you buy her for her birthday?
b)  Could you show me how to fill it in?
c)  Promise me you'll be home before dark.
d)  Can you tell me if you like it or not?
e)  "What are you doing?" he asked me.

02　医者はルーシーに喫煙を続けることの危険性を説明した。（（間違いがあれば訂正））

The doctor explained Lucy the risks of continuing to smoke.

03　私は妹に 500 ドル借りています。（（下線部に間違いがあれば訂正））

I borrow my sister 500 dollars.

04　彼女は上品に微笑んで，私にそれを手渡した。 

She smiled politely as she handed me it.

05　君にこれをあげるから，僕にそれをくれよ。

I'll give you this and you give me that.

第 4 文型（S V O' O）で用いる動詞

一般に，第４文型（SVO'O）は，間接目的語（O'）と直接目的語（O）の順序を入れ替
えて 「他動詞 ＋ 直接目的語（O）＋ 前置詞 ＋ 間接目的語（O'）」 という第３文型で表
すことができる。この場合，give のように前置詞に（ A ）を用いる動詞と，buy の
ように前置詞に（ B ）を用いる動詞があるが，cost のように前置詞を用いて（目的
語の順序を入れ替えて）第３文型にすることはできない動詞もある。
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06　（（２つの文がほぼ同じ意味になるように適語を記入））

a) When I was on vacation, I wrote Janet a postcard.
b) When I was on vacation, I wrote a postcard ( 　) Janet.

07　（（２つの文がほぼ同じ意味になるように適語を記入））

a)	 I made my guests some coffee.
b) I made some coffee ( 　) my guests.

08　（（２つの文のニュアンスの違いを考える））

a) He left his wife all his property.
b) He left all his property to his wife.

09　その新事業は納税者に 38 億ポンドの負担を強いることになる。（（適語を記入））

The new project will ( 　) taxpayers 3.8 billion pounds.

10　（ （与えられた文字で始まる動詞を入れて各文を完成させる））

a) Hey, if you're going to the fridge, ( g-　) me another beer.
b) Why don't you ( g-　) it a try and see what happens?
c) I was hungry and asked my mom to ( c-　) me supper. 
d) It ( t-　) me three hours to learn how to use it.
e) Thank you for your help― it ( s-　) me a lot of work.
f) I ( w-　) you good luck with your job interview.
g) The club ( o-　) him a coaching job, but he turned it down.
h) ( D-　) me a favor and don't tell anyone about this, okay?
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