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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　Ken likes to （ ア  listen　イ  listens　ウ  listening ） to music. 〔　　　〕

⑵　Taro went to Kyoto （ ア  visits　イ  to visit　ウ  visited ） his friend.

　 〔　　　〕

⑶　Fred said to me, “I want something （ ア  drink　イ  drinking

　ウ  to drink ）.” 〔　　　〕

⑷ 　Ann wants （ ア  to stay　イ  staying　ウ  stays ） here from Tuesday 

to Saturday. 〔　　　〕

⑸ 　My father will call his friend in London （ ア  talk　イ  talks　 

ウ  to talk ） about his business. 〔　　　〕

2 次の文を，〔　〕内の意味を表すように不定詞を使って書きかえるとき，　　

に適する語を書きなさい。 

⑴　We swim in the sea.　〔〜するのが好きだ〕 

　　→ We 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 in the sea.

⑵　Mr. Oka meets your father.　〔〜することを望む〕

　　→ Mr. Oka 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 your father.

⑶　Emi watched TV last night.　〔〜したかった〕

　　→ Emi 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 TV last night.

⑷　It rained heavily.　〔〜し始めた〕

　　→ It 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 heavily.

⑸　I play baseball.　〔私にとって〜することはとても楽しい〕　

　　→ 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 is a lot of fun for me.

3 次の文の（　）内の日本語を，不定詞を使って英語になおしなさい。

⑴　I am in the yard （私の父を手伝うために）.　

　　I am in the yard   .

⑵　Ken is going to the room （昼食を食べるために）.

　　Ken is going to the room   .

⑶　Meg came to Japan （日本語を勉強するために）.

　　Meg came to Japan   .

⑷　We stayed home （宿題をするために）．

　　We stayed home   .

⑸　I was happy （この手紙を読んで）.　　　　　

　　I was happy   .

⑹　They were excited （そのサッカーの試合を見て）.

　　They were excited   .

講座第 ３ 不定詞

1　不定詞

〈to＋動詞の原形〉を不定詞と

いう。主語や時制にかかわら

ず，常に同じ形である。不定

詞には３つの用法がある。

①名詞的用法

②副詞的用法

③形容詞的用法

2　名詞的用法

① 「〜すること」という意味で，

動詞の目的語になる。

　・like to 〜

　　「〜するのが好きだ」

　・want to 〜 「〜したい」

　・begin to 〜 「〜し始める」

　・start to 〜 「〜し始める」

　・try to 〜 「〜しようとする」

　・hope to 〜

　　「〜することを望む」

　・decide to 〜

　　「〜しようと決心する」 など

②文の主語・補語にもなる。

　 主語のとき，不定詞は３人

称・単数として扱う。

　 To read  books is interesting.

　（本を読むのはおもしろいです。）

3　副詞的用法

① 「〜するために，〜しに」と

いう意味で，目的を表す。

　I went there  to see  him.

 「〜するために」
② 「〜して」という意味で，感

情の原因・理由を表す。

　I’m glad  to see  you.

　　　　　　　 「〜して」

ポイント
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4　形容詞的用法

「〜する（ための），〜すべき」

という意味で，前の名詞や代

名詞を後ろから修飾する。

I want something  to eat .

 「食べるための何か」

5・6　不定詞の用法と意味

①名詞的用法

　「〜すること」

②副詞的用法

　・「〜するために，〜しに」

　・「〜して」

③形容詞的用法

　「〜する（ための），〜すべき」

参考　その他の不定詞

・〈疑問詞＋to＋動詞の原形〉

I don’t know  what to say .

（私は何を言えばよいかわかり

ません。）

I know  how to make  a cake.

（私はケーキの作り方を知っ

ています。）

・ It ... （for ―） to 〜.

（〜するのは（―にとって）…だ）

　 It  is diff icult for me  to   

 speak  Chinese.

（私にとって中国語を話すの

は難しいです。）

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　私にはすべきことがたくさんあります。

　　I have many things 　　　　　　 　　　　　　.

⑵　京都は訪れるのによい場所です。

　　Kyoto is a good 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　.

⑶　私に何か食べるものをください。

　　Please give me 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　.

⑷　私はあなたに見せる写真があります。

　　I have a 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 you.

⑸　私は外国人と話す機会（chance）がありました。

　　I had a 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 with foreign people. 

⑹　彼女には本を読む時間がありませんでした。

　　She had no 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 books.

5 次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

⑴　He tried to help her. 　　
　　彼は（　 ）。

⑵　She decided to buy a new computer.

　　彼女は新しいコンピュータを（　 ）。

⑶　We were in the park to play tennis.　　
　　私たちは（　 ）公園にいました。

⑷　I’m glad to get a lot of presents.　　
　　私はたくさんのプレゼントを（　 ）。

⑸　I have nothing to do today.　　
　　私は今日（　 ）。

⑹　Do you have money to go to America?

　　あなたには（　 ）がありますか。

6 次の文の下線部の不定詞が，名詞的用法ならア，副詞的用法ならイ，形容詞

的用法ならウを書きなさい。

⑴　I didn’t have anything to eat. 〔　　　〕

⑵　We’re surprised to know the news. 〔　　　〕

⑶　What sport do you like to play? 〔　　　〕

⑷　Mr. Sato stayed here to talk with me. 〔　　　〕

⑸　I have many books to read during the vacation. 〔　　　〕

⑹　What do you want to be in the future? 〔　　　〕

□ business　仕事　　□ heavily　 激しく　　□ yard　庭　　

語句
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1 次の文に to を入れて意味の通る文にするとき，適切な位置を記号で答えなさい。

⑴　My brother  went to Canada  work  with his friends  six months ago.　　　〔　　　〕
 

⑵　When  did Sachiko  start  learn  French?  〔　　　〕
 

⑶　I don’t  have  much  time  stay here.  〔　　　〕
 

2 次の文の下線部と同じ用法の不定詞を含む文をア〜エから選び，記号で答えなさい。

⑴　I hope to go to China some day. 〔　　　〕　

⑵　Give us some water to drink, please. 〔　　　〕　

⑶　Satoko got up early to help her mother. 〔　　　〕　

　ア　Kazuo was in the library to f ind the book.

　イ　I showed the pictures to my friends.　　

　ウ　Do you like to make dresses?

　エ　We have something to ask our teacher.

3 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　私は将来，外国に住みたいです。

　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 in a foreign country in the future.

⑵　私の夢は医者になることです。　

　　My dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 a doctor.

⑶　ロンドンには訪れるべき場所がたくさんあります。

　　London has a lot of 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑷　あなたはなぜニューヨークへ行くのですか。　　 音楽を勉強するためです。

　　Why will you go to New York? 　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.

4 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
　Tom watches movies.  He likes it. 

　　Tom 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 movies. 

⑵
　We have to do a lot of homework today. 

　　We have a lot of homework 　　　　　　　 　　　　　　　 today. 

⑶
　Emi and Yumi were happy because they met the singer. 

　　Emi and Yumi were happy 　　　　　　　 　　　　　　　 the singer. 

⑷
　I want some food.  

　　I want something 　　　　　　　 　　　　　　　. 

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ
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□ some day　いつか

語句

STEP 問 題

春期T-3年.indd   12 2021/11/12   9:34



　  13  　

1 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえて，全文を書きなさい。

⑴　あなたは今日，何かすることがありますか。

　　（ anything / do / do / have / to / you ） today?

　　

⑵　彼はそのドアを開けようとしています。 

　　He （ the / trying / open / door / to / is ）.

　　

⑶　私はそれを聞いて悲しかったです。　　　　

　　（ that / I / sad / hear / was / to / . ）
　　

2 不定詞を使って，次の日本文を英文になおしなさい。⑶は（　）内の語句を使うこと。

⑴　私の姉はピアノを弾くのが好きです。

　　

⑵　彼女は私の兄に会うためにここに来ました。

　　

⑶　私たちにはテレビを見る時間がありません。　（ no time ）
　　

3 次の各問いに答えなさい。

⑴　何か読むものをくれるようにたのむとき，英語でどのように言えばよいですか。英文を作りなさい。

　　

⑵　次の質問に対して，あなたの考えを主語と動詞のある英語１文で書きなさい。

　　What do you want to be in the future?　　
　　

4 部屋で勉強している絵美にお母さんが声をかけています。⑴，⑵の指示にしたがって，お母さんと絵美の対

話を作りなさい。 

⑴　次の語を使って，お母さんの問いかけの文を作ること。

　　〔 something / drink / to / hot 〕
　　

　　

⑵　次の語を使って，絵美の答えの文を作ること。

　　〔 Yes / coffee 〕 

　　

　　

⑴

⑵

STEP UP 問 題
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