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13. 買い忘れちゃった。 

文法：パターン【（Vます形）＋V】 

A：最近仕事はどう？ 

B：そんなに忙しくはないんだけど、プレゼンを作り直さなきゃいけないんだ。 

  新製品のプレゼンなんだけど、先輩に見せたら全然ダメだって言われたよ。 

  新製品と言っても、作りかけで詳しいことはまだわからないし。 

A：新製品は、この前言ってたやつ？ 

B：そう。新しいレトルト食品なんだけど。 

A：あ、レトルト食品で思い出した。お弁当用の冷凍食品、買い忘れちゃった。 

B：何を買い忘れたの？ 

A：ハンバーグ。先週の金曜日に使い切ったはず。 

B：それ、俺が好きなやつ。 

A：ごめん。今週は他ので我慢してね。 
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～忘れる－It means “forget to do V”. ※～のを忘れるmeans “to forget Ving”. 

   V ます形 ＋忘れる 

  ①鍵
かぎ

をかけ忘れてしまいました。 

  ②職場に着いた時、家の窓を閉め忘れたことに気がつきました。 

 

～換える（替える）－It means “change something by doing V” or “to do V differently”. 

   V ます形 ＋換える（替える） 

  ①部屋の空気を入れ替えましょう。 

  ②ちょうど飛行機から電車に乗り換えたところです。 

  ③リビングの電 球
でんきゅう

が切れているので、取り替えてください。 

 

～直す－It means “V again (redo)”. 

   V ます形 ＋直す 

  ①今の計画ではうまくいかないだろうから、もう一度考え直さないといけない。 

  ②市役所の人が紙を間違えて、何度も書き直させられた。 

  ③ごめんけど今ちょっと忙しいから、あとでかけ直してもいい？ 
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～合う－It means “V with each other”. 

   V ます形 ＋合う 

  ①困った時は、助け合うことが大切です。 

  ②私は、話し合うことで問題を解決したいです。 

  ③地震や火事が起こったら、家族と連絡を取り合って、無事を確認してください。 

 

～きる－It means “V is all done” or ”done to the end”. 

   V ます形 ＋きる 

   ①毎日 100 単語なんて、多すぎて覚えきれません。 

  ②これは保存できませんので、使い始めたら最後まで使いきってください。 

  ③今は辛いと思いますが、頑張って乗りきりましょう。 

 

～上げる－It means “finish V with much time and effort”. 

   V ます形 ＋上げる 

  ①宿題のレポートを一日で書き上げました。 

  ②できあがった料理を運ぶのを手伝ってください。 

  ③パソコンを立ち上げるのに、30 分もかかってしまいました。 
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～始める／終わる／続ける－These show V beginning, ending and continuing. 

   V ます形 ＋始める／終わる／続ける 

  ①私が晩ご飯を食べ終わる前に、友達がうちに来た。 

  ②仕事から帰り、車から降りようとしたら、雨が降り始めました。 

  ③有名な哲学者
てつがくしゃ

も言っているように、学習で大切なことは知りたいという気持ちを持ち続けることです。 

 

～出す－It means “to start to V”. It can’t be used for requesting or inviting. 

   V ます形 ＋出す 

  ①これは、赤ちゃんが泣き出すと自動で音楽をスタートするおもちゃです。 

  ②彼は短気で急に怒り出すから、とても付き合いにくい。 

  ×本を読み出してください。 Requesting 

 

～止
や

む－It means “V stops”. It’s only used for natural phenomenon or something the speaker can’t control. 

   V ます形 ＋止む 

  ①朝からずっと雨が降っていましたが、お昼ごろには降り止みました。 

  ②娘はいつも泣いていますが、「どんぐりころころ」という曲を聞くと泣き止みます。 

  ③とても素晴らしい演劇
えんげき

だったので、しばらくの間拍手が鳴り止まなかった。 
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～かける－It’s used to say “has started V and hasn’t finished with it yet”. 

   V ます形 ＋かける／かけだ 

  ①返却日になってしまったので、読みかけの本を返さなければならなかった。 

  ②ここに置いといた食べかけのケーキ、見なかった？ 

  ③彼は恥ずかしそうに何か言いかけたが、黙
だま

ってしまった。 

 

～通す－It’s used to say “to continue V until the end”. 

   V ます形 ＋通す 

  ①失恋して一日中泣き通し、目が赤くなってしまった。 

  ②自分で決めたことは、何があっても最後までやり通すべきだと思う。 

  ③彼女は自分が正しいと思い、いじめられても黙
だま

り通した。 

 

～込む－It’s used to say “continue V hard for long time” or “V in / into”. Only specific verbs are used. 

   V ます形 ＋込む 

  ①彼は試験の結果を見たとたん、考え込んでしまった。 

  ②ここの海は浅いので、飛び込まないようにしてください。 

  ③結婚してから、長年母に教え込まれた料理の知識が役に立った。 
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★まとめ【V ます＋動詞】 

パターン 意味 例文 

～づらい difficult to V, causing the speaker discomfort フォークでは、ラーメンは食べづらい。 

～忘れる forget to V 言い忘れていたことがあります。 

～換える change something by V 「すみません」を言い換えると、「ごめんなさい」だ。 

～直す V again うまくできなかったから、作り直した。 

～合う V with each other 友達とけんかして、言い合いをしてしまった。 

～きる all done V 今日中に日本語の作文を書ききってしまおう。 

～上げる completely finish V 今日中に日本語の作文を書き上げてしまおう。 

～始める start V / begin V ちょうど食べ始めた時、電話が鳴った。 

～終わる end V ちょうど食べ終わった時、電話が鳴った。 

～続ける continue V 食べ放題で、２時間食べ続けた。 

～出す start to V by itself (suddenly) 雪が降り出したのに、あまり寒くない。 

～止む stop V by itself (suddenly) 雨が止んでから、出かけようと思う。 

～かける started but not finished V yet 娘は宿題をやりかけて、遊びに行ってしまった。 

～通す continue V until the end 仕事を最後までやり通すのがプロだ。 

～込む continue V for long time / V in 
カレーライスは煮込んだほうがおいしくなると思う。 

まずは上のところに名前を書き込んでください。 
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★比べよう【～出す vs ～始める】 

条件 

～始める 

start V 

～出す 

start V 

on purpose/slowly suddenly 

①natural phenomenon 雨が降り始めました。 雨が降り出しました。 

②requesting 本を読み始めてください。 ×本を読み出してください。 

③inviting 映画を見始めましょうか。 ×映画を見出しましょうか。 

④suddenly ×子供が飛び始めました。 子供が飛び出しました。 

⑤plan or will 日本語を勉強し始めます。 ×日本語を勉強し出します。 

 

①田中さんは到着まであと１時間かかるそうなので、先に食べ（出し・始め）ましょう。 

②最近、見（出した・始めた）と言っていたドラマは、おもしろいですか。 

③公園へ行こうと思っていたのに、雪が降り（出して・始めて）しまいました。 

④日本旅行は来週からなので、そろそろ準備し（出そう・始めよう）と思います。 
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★比べよう【～きる vs ～上げる vs ～終わる vs ～止む】 

条件 

～きる 

V is all done 

～上げる 

finish V 

～終わる 

V ends 

～止む 

V stops 

all done with effort end stop naturally 

①natural 

phenomenon 
×雨が降りきりました。 ×雨が降り上げました。 ×雨が降り終わりました。 雨が降り止みました。 

②requesting 
論文を書ききってくださ

い。 

論文を書き上げてくださ

い。 

△論文を書き終えてくださ

い。 

×論文を書き止んでくださ

い。 

③inviting 食べきりましょうか。 ×食べ上げましょうか。 食べ終わりましょうか。 ×食べ止みましょうか。 

④plan or will 読み切るつもりです。 △読み上げるつもりです。 △読み終えるつもりです。 ×読み止むつもりです。 

 

①昨日買ったワインは、もう飲み（上げ・終わり・止み）ました。 

②赤ちゃんが泣き（止み・きり・上げ）ました。 

③録画
ろくが

した映画を見（終わった・きった・上げた）ので、もう寝ます。 

④言い（上げる・きる・終わる）ことはできませんが、彼女が言ったことはうそだと思います。 

⑤それが作り（終わった・上げた・きった）ら、こちらのも作ってください。 
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問題 1.【後半部分を選んで、文を完成させなさい。】 

①ちょっと言いづらいんだけど、                    。 

②エアコンが壊れてしまったので、                    。 

③パートナーと喧嘩
け ん か

したら、                    。 

④犯人を追いかけ始めた時には、                    。 

⑤回答し終わったら、                    。 

⑥友達にアドバイスし続けたが、                    。 

⑦毎日５時間授業があっても、                    。 

⑧彼は気持ちが悪いと言うと、                    。 

⑨5 年ぶりに体調を崩して、                    。 

⑩炊飯器の電源を入れ忘れて、                    。 

 

 

 

 

ちゃんと向き合うべきだ。 

取り替えてもらった。 

もう遅かった。 

集中し通すのは簡単じゃない。 

寝込んでしまった。 

そのまま座り込んでしまった。 

ここに出してください。 

状況は変わらなかった。 

歯に何かはさまっているよ。 

晩ごはんに間に合わなかった。 
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問題 2.【「V ます形＋動詞」を使って、文を作りなさい。】 

①                                        。（～すぎる） 

②                                        。（～にくい／やすい） 

③                                        。（～づらい） 

④                                        。（～忘れる） 

⑤                                        。（～かえる） 

⑥                                        。（～直す） 

⑦                                        。（～合う） 

⑧                                        。（～きる） 

⑨                                        。（～上げる） 

⑩                                        。（～始める／終わる／続ける） 

⑪                                        。（～出す） 

⑫                                        。（～止む） 

⑬                                        。（～かける） 

⑭                                        。（～通す） 

⑮                                        。（～込む） 


