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■要点のまとめ■   

♳　I want to eat something. （私は何か食べたい。）
▶名詞的用法の不定詞： 「～すること」の意味で，文の主語や，動詞の目的語となる。

2　I visited Kyoto to see my friend. （私は友だちに会うために京都を訪れました。）
▶副詞的用法の不定詞：

　①　「～するために」の意味で，目的を表す。

　②　「～して…」の意味で，感情の原因・理由を表す。

　　〔例〕　I’m glad to see you.　（私はあなたに会えてうれしい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈感情を表す形容詞（glad，happy など）＋to ～〉の形

3　He has many things to do. （彼にはすることがたくさんあります。）
▶形容詞的用法の不定詞： 「～するための，すべき」の意味で，前の名詞を修飾する。

4　⒜　Playing tennis is fun. （テニスをすることは楽しい。）

　　⒝　She likes reading. （彼女は読書するのが好きです。）
▶動名詞： 動詞の ing 形で，「～すること」という意味。文の主語や，動詞の目的語となる。

　参考　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.　（彼の趣味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。）

　◎　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.

1 〈名詞的用法〉　次の文を（　）内の語を使って「～するのが好きだ」または，「～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　Ken watches soccer games.　（ like ）

　　→ Ken 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer games.

⑵　Jane sees the movie.　（ want ）

　　→ Jane 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 the movie.

2 〈名詞的用法〉　次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

⑴　Do you like to listen to music? あなたは音楽を（　 ）。

⑵　I want to see you. 私はあなたに（　 ）。

⑶　It started to rain. 雨が（　 ）。
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3 〈副詞的用法〉　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　He went to the library （本を何冊か読むために）.

　　He went to the library   .

⑵　My sister will visit America （英語を勉強するために）.

　　My sister will visit America   .

⑶　I was happy （たくさんのプレゼントをもらって）.

　　I was happy   .

4 〈形容詞的用法〉　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　私は何か食べるものを得るつもりです。　I will get （ eat / to / something ）.

　　I will get   .

⑵　京都には見る場所がたくさんあります。　Kyoto has （ see / many / to / places ）.

　　Kyoto has   .

⑶　私はあなたに見せたい写真があります。　I have a （ show / to / you / picture ）.

　　I have a   .

⑷　彼女はテニスをする時間がありません。　She has no （ play / to / tennis / time ）.

　　She has no   .

5 〈形容詞的用法〉　次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

⑴　Please give me something to drink. 

　　私に（　 ）をください。

⑵　He has a lot of work to do today. 

　　彼には今日，（　 ）あります。

6 〈動名詞〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に（　）内の語を適する形（１語）になおして書きなさい。

⑴　彼はサッカーをするのがとても好きです。　（ play ）

　　He likes 　　　　　　　 soccer very much.

⑵　私はテレビを見るのをやめました。　（ watch ）

　　I stopped 　　　　　　　 TV.

⑶　多くの本を読むことは私たちにとって大切です。　（ read ）

　　　　　　　　　 many books is important for us.

7 〈不定詞と動名詞〉　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
　We like to swim in the sea.

　　We like 　　　　　　　 in the sea.

⑵
　Bob began to study Japanese two years ago.

　　Bob began 　　　　　　　 Japanese two years ago.

⑶
　To write kanji is diff icult for Susan.

　　　　　　　　　 kanji is diff icult for Susan.
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□ work　仕事　　□ sea　海　　□ began　begin の過去形

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　Does your sister want to （ ア  is　イ  be　ウ  was ） a doctor? 〔　　　〕

⑵　He likes （ ア  play　イ  to playing　ウ  to play ） tennis. 〔　　　〕

⑶　Stop （ ア  talked　イ  talking　ウ  talks ） and listen to me. 〔　　　〕

⑷　She went to Kanazawa （ ア  meet　イ  to meet　ウ  met ） her friend. 〔　　　〕

⑸　I’ll buy something （ ア  giving　イ  give　ウ  to give ） her. 〔　　　〕

2 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 began to walk home. 〔　　　〕　〔　　　〕

⑵　Did you come to Japan to study Japanese? 〔　　　〕　〔　　　〕

⑶　There are many books to read in the library. 〔　　　〕　〔　　　〕

　ア　I went to Tokyo to see my brother. イ　We have no time to play soccer.

　ウ　Mary likes to cook Japanese food. エ　Do you want to learn Chinese?

　オ　I ran fast to catch the last train. カ　I have some questions to ask you.

3 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
　We played baseball in the park.  We had a good time there.

　　We enjoyed 　　　　　　　 baseball in the park.

⑵
　I have no money.  I cannot buy the book.

　　I have no money 　　　　　　　 buy the book.

4 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　彼女はその知らせを聞いて悲しかった。

　　She was sad 　　　　　　　 　　　　　　　 the news.

⑵　私には今日の午後，することがたくさんあります。

　　I have a lot of things 　　　　　　　 　　　　　　　 this afternoon.

⑶　私たちは放課後歌って楽しみました。

　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 after school.

5 次の英文を意味のちがいに注意して日本文になおしなさい。

⑴　①　He stopped to talk with his friend.

　　　　（　 ）

　　②　He stopped talking with his friend.

　　　　（　 ）

⑵　①　She likes listening to music very much.

　　　　（　 ）

　　②　She is listening to music now.

　　　　（　 ）
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□ Chinese　中国語　　□ ran　run の過去形　　□ catch　間に合う　　□ last　最後の，最終の　　□ money　お金

語句

STEP 問 題



　  25  　

1 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　父は昼食を食べるために，その本を読むのをやめました。

　　My father （ lunch / the book / have / stopped / to / reading ）.

　　My father   .

⑵　弟はその有名な選手を見て興奮していました。

　　My brother （ famous player / was / to / excited / see / the ）.

　　My brother   .

2 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　私は何か食べるものを買いたい。

　　

⑵　彼女は勉強しに図書館へ行きました。

　　

⑶　あなたはこの本を読み終えることができますか。

　　

3 次の対話文を読んで，あとの各問いに答えなさい。
Mike: Hello, Saori.  　　　　　　　  Where are you going?

Saori: I’m going home.  Today is my grandmother’s birthday.  So I’ll give a present to her.

Mike: 　　　　　　　

Saori: Thank you.  *By the way, where are you going?

Mike: ① I’m going to a shop to buy a Japanese *doll.

Saori: Why are you going to buy one?

Mike:  My sister likes dolls very much and has many dolls.  She will come to Japan from Australia 

next week.

Saori: Really?  　　　　　　　  My grandmother likes making dolls *by herself.

Mike:  Wonderful.  ②（ want / grandmother’s / I / see / your / to / dolls / . ）  Can I come to your house 

with my sister?

Saori: Sure.

　　〔注〕　by the way　ところで　　doll　人形　　by herself　自分で

⑴　　　　～　　　に入れるのに最も適するものを，ア～エから１つずつ選び，記号で答えなさい。

　ア　I’ll meet her tomorrow. イ　You look happy.

　ウ　I like dolls very much, too. エ　You’re kind.

 A　〔　　　〕　　B　〔　　　〕　　C　〔　　　〕
⑵　下線部①を日本文になおしなさい。　　　

　　（　 ）

⑶　下線部②が意味の通る正しい英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。 

　　

5

10

A

B

C

A C

STEP UP 問 題




