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パースワーキングホリデー 

はリングイストジェイクのユーチューブ

チャンネルの管理をしています。 

 

 

 

 

 

                

 

                      

                                                練習用紙＃０１４。使役動詞のまとめ 

Make 

1) B は A に C をさせられる。 

例：私は先生にエッセイを書き直させられた 

2) A は（原因となって）B を C させる。 

例：彼は私を笑わせた 

 

A makes B do C 

The teacher made me rewrite the essay 

 

He made me laugh 

Let 

A は（許可を出して）B に C をさせる。 

例：彼女は彼に携帯を使わせた（使わせてあげた） 

 

A lets B do C 

She let him use her phone 

Have B done / Get B done 

A は（店に頼んで）B をして貰う 

例：ジャケットのクリーニングをして貰った 

 

A has B done / A gets B done 

I had my jacket cleaned 

Have B do C / Get B to do C 

A は（頼める権利を使って）C を B にさせる、 

B は A に（頼まれて）C をさせる。 

例：ボスはスズキにレポートを書かせた 

 

A has B do C / A gets B to do C 

 

The boss had Suzuki write the report（文語） 

The boss got Suzuki to write the report（口語） 

 

次の文章を英語に訳しましょう 

 

答えは次のページにあります 

1) 僕たちはコーチに５キロ走らせられた 7) なぜ子供にその映画を見させたの？ 

2) 彼女は車を私に運転させてくれなかった 8) 彼女は結婚式のためドレスを作って貰った 

3) 携帯の画面を取り換えて貰うのが必要 9) 私は妻にジャケットの新しいボタンを付けさせた 

4) 彼は今いないけど後で掛け直させる 10) 彼が言ったことは私を考えさせた 

5) 彼女は先生にピアスを外させられた 11) 君は自分で車を修理するつもりなの、 

  もしくは修理して貰うつもり？ 

6) 彼女は息子にコンピューターをセットアップをさせた 12) 彼は妹に自分のおもちゃを使わせてあげた 

練習したら 

上手になる

よ！ 

リングイストジェイクの練習用紙 



 

答え： 

1) The coach made us run 5 kilometres 

2) She didn’t let me drive her car 

3) I need to have the screen on my mobile phone replaced 

4) He’s not here now, but I’ll get him to call you back later 

5) The teacher made the student take out her earring 

6) She got her son to set up the computer for her 

7) Why did you let the kids watch that movie? 

8) She had a dress made for the wedding 

9) I got my wife to put a new button on the jacket for me 

10) What he said made me think 

11) Are you going to repair the car, or are you going to have it repaired? 

12) He let his sister play with his toy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


