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1　不定詞の３用法    

▶ I want to watch TV. （私はテレビが見たい。）

▶ Ken went to the park to play tennis. （健
けん

はテニスをするために公園へ行きました。）

▶ I want something to drink. （私は何か飲み物がほしい。）
 

①　不定詞： 〈 to＋動詞の原形〉の形を不定詞という。

②　名詞的用法： 「～すること」の意味で，文の主語や動詞の目的語となる。

　　文の主語　　： To speak English is diff icult.　（英語を話すこと）

　　動詞の目的語： He likes to play tennis.　（テニスをすること）

③　副詞的用法： 「～するために，～しに」の意味で目的を表す。

　　　　Ken went to the park to play tennis.

　　

　　注　副詞的用法の不定詞は目的を表すほかに，「～して…だ」という意味で感情の原因・理由を表す。

　　　　　　I’m happy to hear that.　（私はそのことを聞いてうれしい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 happy 「うれしい」の原因・理由を表す

④　形容詞的用法： 「～するための，～すべき」の意味で，前の（代）名詞を修飾する。

　　　　I want something to drink.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「飲むための何か」→「何か飲み物」

2　動名詞の用法   

▶ He likes playing the guitar. （彼はギターを弾くことが好きです。）

▶ Reading this book is a lot of fun. （この本を読むことはとても楽しい。）
 

①　動名詞： 動詞の ing形で「～すること」の意味を表す。進行形とのちがいに注意。

②　動詞の目的語としての動名詞：

　　　　He likes playing the guitar. ＝ He likes to play the guitar.

③　文の主語としての動名詞：

　　　　Playing tennis is fun. ＝ To play tennis is fun.

注　動名詞は，文の補語や前置詞の目的語としても使われる。

　　　　His hobby is taking pictures. （彼の趣
しゅ

味
み

は写真をとることです。）

　　　　Thank you for helping me. （私を手伝ってくれてありがとう。）

④　名詞的用法の不定詞や動名詞を目的語にとる動詞：

　　ア　不定詞のみをとる動詞： want，hope など 〔例〕　I want to play tennis.

　　イ　動名詞のみをとる動詞： stop，enjoy，f inish など 〔例〕　I enjoyed playing tennis.

　　　注　stop ～ing は「～するのをやめる」，stop to ～は「～するために立ち止まる」という意味になる。

　　ウ　両方をとる動詞： like，begin，start，love など 〔例〕　I like playing〔 to play〕 tennis.

要点のまとめ

動詞を修飾

修飾

講座第 ５ 不定詞，動名詞

《進行形と動名詞》
・進行形の文

　She is playing tennis.

　（彼女はテニスをしている）

・動名詞の文

　She likes playing tennis.

　（彼女はテニスをするのが好きだ）

《不定詞を目的語にとる動詞》
　want to ～ 「～したい」

　like to ～ 「～するのが好きだ」

　start〔begin〕 to ～ 「～し始める」
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1 A　次の文を「～したい」という文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。

⑴　Jim watches soccer games on TV.

　　→ Jim wants 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer games on TV.

⑵　His sister is a singer.

　　→ His sister wants 　　　　　　　 　　　　　　　 a singer.

⑶　She studies English.

　　→ She wants 　　　　　　　 　　　　　　　 English.

1 B　次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

⑴　I went to the library to read books.　　　
　　私は（　 ）図書館へ行きました。

⑵　My father has a lot of work to do today.　　　
　　私の父は今日（　 ）たくさんあります。

⑶　I was sad to hear the news.　　　
　　私は（　 ）悲しかった。

1 C　次の文の下線部と同じ用法の不定詞を含む文を，ア～カから２つずつ選び，記号で答えなさい。

⑴　She likes to cook. 〔　　　〕　〔　　　〕　

⑵　I want some books to read. 〔　　　〕　〔　　　〕　

⑶　Susan came to Japan to study Japanese. 〔　　　〕　〔　　　〕　

　ア　It started to rain. イ　Kyoto has many places to see.

　ウ　He came to see me. エ　I have some pictures to show you.

　オ　Do you want to be a doctor? カ　Emi went to Yokohama to visit her friend.

2 A　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を適する形（１語）になおして　　に書きなさい。

⑴　私の姉は音楽を聞くのが好きです。　（ listen ）

　　My sister likes 　　　　　　　 to music.

⑵　私たちはテレビでサッカーの試合を見て楽しみました。　（ watch ）

　　We enjoyed 　　　　　　　 the soccer game on TV.

⑶　多くの本を読むことは私たちにとって大切です。　（ read ）

　　　　　　　　　 a lot of books is important for us.

2 B　次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　
I like to take pictures.

　　I like 　　　　　　　 pictures.

⑵　
To use computers is easy for Tom.

　　　　　　　　　 computers is easy for Tom.
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確 認 問 題

□ work　仕事　　□ news　知らせ，ニュース　　□ doctor　医師，医者　　□ easy　やさしい，簡単な

語句
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1 次の文の（　）内から適するものを選び，記号で答えなさい。

⑴　My brother wants to （ ア  is　イ  be　ウ  was ） a soccer player. 〔　　　〕

⑵　She went to London （ ア  to study　イ  studying　ウ  studied ） music. 〔　　　〕

⑶　Susan f inished （ ア  to read　イ  read　ウ  reading ） this book. 〔　　　〕

⑷　Makoto likes （ ア  take　イ  takes　ウ  taking　エ  took ） pictures very much. 〔　　　〕

⑸　Bob, I have something （ ア  ask　イ  to ask　ウ  asked　エ  asking ） you. 〔　　　〕

⑹　We can enjoy （ ア  watch　イ  watched　ウ  to watch　エ  watching ） the stars here. 〔　　　〕

2 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。

⑴　私は今日することがたくさんあります。　I have many （ do / things / to ） today.

　　I have many   today.

⑵　彼女はこの本を読む時間がありません。　She has no （ this / time / read / to ） book.

　　She has no   book.

⑶　あなたは何か食べ物を持っていますか。　Do you have （ eat / anything / to ）?

　　Do you have   ?

⑷　私はあなたに会えてうれしく思います。　I am （ to / glad / you / see ）.

　　I am   .

3 次の英文を意味のちがいに注意して日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

⑴　①　Mary is reading an English book.

　　　　メアリーは（　 ）。

　　②　Mary likes reading English books.

　　　　メアリーは（　 ）。

⑵　①　I stopped to take pictures.

　　　　私は（　 ）。

　　②　I stopped taking pictures.

　　　　私は（　 ）。

4 次の（　）内の日本語を不定詞を使って英語になおし，　　に書きなさい。

⑴　I had no money （その本を買うための）.

　　I had no money   .

⑵　Keiko went to America （英語を勉強するために）.

　　Keiko went to America   .

⑶　She likes （音楽を聞くのが）.

　　She likes   .

□ anything　（否定文，疑問文で）何か　　□ glad　うれしい　　□ money　お金　　□ America　アメリカ

語句

練 習 問 題
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1 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　
Does your sister like to swim in the river?

　　Does your sister like 　　　　　　　 in the river?

⑵　
Yumi and I talked about music.  We enjoyed it very much.

　　Yumi and I enjoyed 　　　　　　　 about music very much.

⑶　
He had no money, so he could not buy the CD.

　　He had no money 　　　　　　　 　　　　　　　 the CD.

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。

⑴　私たちはこの前の日曜日，テニスをして楽しみました。

　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 tennis last Sunday.

⑵　ジェーンは友だちに会いに駅へ行きました。

　　Jane went to the station 　　　　　　　 　　　　　　　 her friend.

⑶　美
み

紀
き

はその手紙を読んで悲しみました。

　　Miki was sad 　　　　　　　 　　　　　　　 the letter.

⑷　あなたは今日の午後，何かすることがありますか。

　　Do you have anything 　　　　　　　 　　　　　　　 this afternoon?

3 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。

⑴　あなたは何になりたいのですか。　（ be / what / want / you / to / do / ? ）
　　

⑵　私に何か飲み物をください。　Please （ drink / give / something / me / to ）.

　　Please   .

⑶　この町には見る場所がたくさんあります。

　　There are （ see / of / a lot / places / to ） in this town.

　　There are    in this town.

4 次の英文を日本文になおしなさい。

⑴　My father stopped talking to have lunch.

　　（　 ）

⑵　Learning about our country is important.

　　（　 ）

5 （　）内の語を使って，次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私は英語の先生になりたいと思っています。　（ be ）
　　

⑵　あなたは何か読むものがほしいですか。　（ anything ）
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STEP 問 題




