


1  次の英文の下線部の意味を日本語で書きなさい。
□⑴　We sometimes go to a restaurant to have lunch.

　　　 昼食を食べるために
□⑵　Mr. Takayama came to our class to tell us about AI.

　　　 私たちに人工知能について話すために

2  次の絵の中の語句を使って，「私は…するために～へ行きました。」という英文を書きなさい。

　　I went to the park to practice badminton.

□⑴　　I went to the park to take some pictures.
□⑵　　I went to the station to meet my uncle.
□⑶　　I went to the library to do my homework.
　　　

3  （　　）内の語（句）を使って，次の日本文に合う英文を書きなさい。
　　海

かい

斗
と

は公園で走るために６時に起きました。

　　　（Kaito / got up at 6:00 / run in the park） → Kaito got up at 6:00 to run in the park.

□⑴　私たちはサッカーの試合を見るために早く起きました。

　　　（we / got up early /watch a soccer game）

We got up early to watch a soccer game. 
□⑵　私は英語を勉強するためによくコンピュータを使います。

　　　（I / often use a computer / study English）

I often use a computer to study English.
□⑶　私の祖父は歩くのを楽しむために浜辺へ行きます。

　　　（my grandfather / goes to the beach / enjoy walking）

My grandfather goes to the beach to enjoy walking.

4  （　　）内の語を使って，次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　エマはリンゴを何個か買うためにその店に行きました。（buy）

　　　Emma went to the shop 　  　  some apples.

□⑵　彼
かの

女
じょ

たちはよい本を見つけるためにときどき市立図書館を訪
おとず

れます。（find）

　　　They sometimes visit City Library 　  　  some good books.

□⑶　スミスさんは多くの新しいものを見るために世界のあちこちを旅行します。（see）

　　　Mr. Smith travels around the world 　  　  many new things.
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A 次の日本語を英語にしなさい。⑵は指示にしたがって書きなさい。
□⑴　人工知能〔略した形で〕 AI □⑵　lifeの複数形 lives
□⑶　進歩，発達 progress □⑷　現れる，姿を現す appear 
□⑸　姿を消す，消滅する disappear □⑹　（…を）学ぶ，習う learn 

B 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴　私たちは人工知能の時代に直面しています。 face＝｢…に 直面する｣， 

the age of … ＝｢…の時代｣　　　We are 　  the 　  　  AI.　

□⑵　もしあなたに時間があれば，この本を読むべきです。 should ＝｢…すべきである｣
　　　You 　  　  this book if you have time.

□⑶　どのように私たちの新しい仕事は現れるのでしょうか。 appear ＝｢現れる，姿を現す｣
　　　　  will our new jobs 　 ?

□⑷　何が今あなたたちの生活をかえているのですか。 この文のchangeは｢…をかえる｣という意味。
　　　What 　  　  your lives now?

1    次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　彼
かれ

らはあなたを手伝うためにここに来ました。 「…するために」は不定詞（to＋動詞の原形）で表す。
　　　They came here 　  　  you.
□⑵　サムは彼のイヌをさがすために公園に行きました。 look for ＝「…をさがす」
　　　Sam went to the park 　  　  for his dog.
□⑶　メグは科学について多くのことを学ぶために博物館を訪れました。 learn ＝「（…を）学ぶ，習う」
　　　Meg visited the museum 　  　  many things about science.

□⑷　私たちはケーキを作るために何が必要ですか。

　　　What do we need 　  　  a cake?
　　

2  次の英文に（　　）内の日本語に合う語句をつけ加えて，全文を書きかえなさい。
　　We went to a bookstore.　（本を１冊買うために）  それぞれ不定詞（to＋動詞の原形）を 

使った語句を文のあとにつけ加える。　→We went to a bookstore to buy a book.

□⑴　I sometimes go to the library.　（勉強するために）

I sometimes go to the library to study. 
□⑵　Kaito got up early.　（サッカーを練習するために）

Kaito got up early to practice soccer. 
□⑶　We went to Yokohama.　（私たちの祖母に会うために）

We went to Yokohama to see［meet］ our grandmother.
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6 次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　We went to a restaurant to have dinner.　 to haveは｢食べるために｣の意味の不定詞。
　　　　私たちは夕食を食べるためにレストランに行きました。 
□⑵　I’m happy to see you again in Japan.　 be happy to …＝｢…してうれしい｣
　　　　私は日本でまたあなたに会えてうれしいです。 
□⑶　We have many things to learn every day.　 to learn は前の名詞を修飾する不定詞。
　　　　私たちには毎日，学ぶべきことがたくさんあります。 
□⑷　It is interesting to sing English songs.　 It is ～ to …. ＝「…するのは［することは］～です。」
　　　　英語の歌を歌うのは［歌うことは］おもしろいです。 

7 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　私の英語の技術を上達させるために，私は多くの人たちと英語で話します。 不定詞の部分を強調した文。
　　　　  　  my English skills, I talk with many people in English.

□⑵　私たちはそれを知って悲しいです。 be sad to …＝｢…して悲しい｣
　　　We are sad 　  　  that.

□⑶　彼らは飲むものを何も持っていませんでした。 to drink は 前の代名詞anythingを修飾する。
　　　They didn’t have anything 　  　 .　

□⑷　英語を話すのは簡単ではありません。 It is ～ to …. の否定文。
　　　　  is not easy 　  　  English.

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

□⑴　彼女は朝食を作るために早く起きました。 ｢…を作るために｣の部分に不定詞を使う。
　　　She （make / got up / to / breakfast / early）.

She got up early to make breakfast. 
□⑵　私はその記事を読んでとても驚きました。 be surprised to …＝｢…して驚く｣
　　　I （to / very surprised / the article /was / read） .

I was very surprised to read the article. 
□⑶　あなたたちには読むべき本がたくさんあります。 books to readの語順で｢読むべき本｣になる。
　　　You （books / read / have / to / a lot of）.

You have a lot of books to read.
□⑷　彼らの気持ちを理解することが必要です。 It is ～ to …. の形にあてはまる。
　　　（to / is / understand / it / necessary） their feelings.

It is necessary to understand their feelings.

9 次のような場合，あなたなら相手の人に英語でどのように言いますか。その英文を書きなさい。

□⑴　明日の予定を聞かれて，「私は勉強するために図書館（the library）へ行くつもりです。」と答える場合。

I’m going to［I’ll］ go to the library to study （tomorrow）.
□⑵　自分には今日すべき宿題がたくさんあるということを伝える場合。

I have a lot of homework to do today.
□⑶　外国（foreign countries）について学ぶのは大切だという自分の考えを伝える場合。

It is［It’s］ important to learn about foreign countries.
　　　 I think （that） it is［it’s］ important …. としてもよい。
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2 次の英文の下線部の不定詞は，下のア～ウのどの文の不定詞と同じ働きをしていますか。記号で答えなさい。

□⑴　Where do you want to go this summer? イ
□⑵　I sometimes go to the library to study. ウ
□⑶　We have some books to read this month. ア
　　ア　We want something to eat.　 ⑶とアは形容詞的用法の不定詞。
　　イ　You should continue to learn English.　 ⑴とイは名詞的用法の不定詞。
　　ウ　We went to the park to play volleyball.　 ⑵とウは副詞的用法の不定詞。

3 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　あなたはあなたのお父さんと話す必要があります。

　　　You 　  　  　  with your father.

□⑵　この浜辺を歩くのはとても楽しいです。 文の主語になっている名詞的用法の不定詞。
　　　　  　  on this beach is a lot of fun.

□⑶　あなたたちの時間を効果的に使うことが必要です。

　　　　  is necessary 　  　  your time effectively.

□⑷　私たちはパンダを見るために動物園へ行きました。

　　　We went to the zoo 　  　  pandas.

□⑸　私はそれを知って残念です。 be sorry to …＝｢…して残念である｣
　　　I’m 　   　  　  that.

□⑹　私の父は今日，昼食を食べる時間がありませんでした。 to have［e at］ lunchが 
 前の timeを修飾する。　　　My father had no time 　  　  lunch today.　

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

□⑴　私たちの英語の技術を上達させることが大切です。 It is ～ to …. の形にあてはめる。
　　　（to / is / improve / it / important） our English skills.

It is important to improve our English skills.
□⑵　私はシンガポールへ行くことができてとてもうれしかったです。 be happy to …＝｢…してうれしい｣
　　　I （very happy / go /was / to / to） Singapore.

I was very happy to go to Singapore.
□⑶　私たちはそのとき何も飲むものを持っていませんでした。 to drink が前のanythingを修飾する。
　　　We （to / didn’t / anything / drink / have） then.

We didn’t have anything to drink then.

5 （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は翻訳家になりたいです。（a translator）

I want to be［become］ a translator.
□⑵　彼らは仕事を見つけるために東

とう

京
きょう

へ行きました。（Tokyo，jobs）　 ｢仕事を見つけるために｣の部分に不定詞を使う。
They went to Tokyo to find （their） jobs. 

□⑶　私は今週することがたくさんあります。（a lot of）

I have a lot of things to do this week.
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