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1 不定詞（名詞的用法）

I like to play baseball.　　（私は野球をすることが好きです。）

〈to＋動詞の原形〉を不定詞という。不定詞には，名詞的用法，副詞的用法，形容詞的用法という3つの基本
的な用法がある。

名詞的用法の不定詞は，「～すること」という意味を表し，名詞のような働きをする。

I like to play baseball.  （私は野球をすることが好きです。）

To play baseball is fun.  （野球をすることはおもしろいです。）

名詞的用法の不定詞では，自然な日本語になるように，訳すときにくふうの必要なものがある。

want［hope］ to ～ = 「～することを欲する（望む）」 → 「～したい」
start to ～ = 「～することを始める」 → 「～し始める」
try to ～ = 「～することを試みる」 → 「～しようとする」

次の表は，ケンが3人の友達に将来の夢についてきいた結果をまとめたものです。表の内容に合

うように，次の文の　　　に適する語を入れなさい。

□⑴ John wants 　　　　　　　 　　　　　　　 a famous basketball player.
□⑵ Miki wants to 　　　　　　　 her own restaurant.
□⑶ What does Emi want to do? ― She wants 　　　　　　　 　　　　　　　 in a 　　　　　　　.

次の（　　）内の語を並べかえて，日本文に合う英文を完成させなさい。

□⑴　彼女は走り始めました。 （to / she / run / started）.
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　  　　　　　.

□⑵　英語を話すことは難しいです。 （difficult / English / to / is / speak）.
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　　　　.

□⑶　彼は一生懸命に泳ごうとしました。 （swim / to / he / hard / tried）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑷ 歴史を勉強することはおもしろいです。 （study / is / to / interesting / history）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　  　　　　　　　 .

to be
open

to work hospital

She started to run

To speak English is difficult

He tried to swim hard

To study history is interesting

動詞の目的語になっている

John Miki Emi

有名なバスケット
ボール選手になる

自分のレストランを
開く 病院で働く

文の主語になっている

　　　　 　

ope

する。

です。）

るよう

を欲する

始める

ことを

きいた

れなさ

自 院で働
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ときにくふうの必要なもくふうの必要なも

→「～したい」たい」

し始める」

「～しようとする」ようとする」

表は，ケンが3人の友達に将来の夢には，ケンが3人の友達に将来

に，次の文の　　　に適するに，次の文の　　　にSSSSSSSSSSSSSランを
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3. 不定詞・動名詞

2 不定詞（副詞的用法・形容詞的用法）

We went to the park to meet him.　　（私たちは彼に会うためにその公園に行きました。）

⑴　副詞的用法 「～するために，～しに」という意味を表し，副詞のような働きをする。

　We went to the park to meet him.  （私たちは彼に会うためにその公園に行きました。）

　　副詞的用法の不定詞は，「～して」という意味で，感情の原因を表すこともある。

　We are happy to meet him.  （私たちは彼に会えてうれしいです。）

⑵　形容詞的用法　「～する（ための），～すべき」という意味を表し，形容詞のような働きをする。

　My father has many things to do today.　（父は今日することがたくさんあります。）

　〈something to ～〉は， 「～するための何か」＝「何か～するもの」と訳す。

次の英文の下線部に注意して，日本文の意味を完成させなさい。

□⑴ She studied English hard to be an English teacher.

彼女は［        　                      ］英語を一生懸命に勉強しました。

□⑵ He had a lot of time to watch TV.

彼には［        　                          ］がたくさんありました。

次の　　　に適する語を入れて，日本文に合う英文を完成させなさい。

□⑴ He went there 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.

   （彼は写真を撮るためにそこへ行きました。）

□⑵ Kyoto has a lot of 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 .

   （京都には見るべき場所がたくさんあります。）

次の（　　）内の語（句）を並べかえて，日本文に合う英文を完成させなさい。

□⑴　彼女は宿題をするために5時に起きました。

   （do / got up / to / she / at five） her homework.

　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　  　　   her homework.

□⑵　私は母を手伝うために家にいるつもりです。

   （to / home / I / help / my mother / will / stay）.

　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　          　　　　  　　　　　　　 .

□⑶　私は何か飲むものがほしいです。

   （to / want / I / drink / something）.

　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　　.

動詞を修飾している

形容詞を修飾している

名詞を修飾している

英語の先生になるために

テレビを見る（ための）時間

to take pictures

places to see

She got up at five to do

I will stay home to help my mother

I want something to drink

ere

容詞のような働

がたく

か」＝

線部に注

hard to

   　                      ］英語を

  

日本文に

a lot 

は［

撮るためにそこへ行きました

of 　　　　　　　

場所がた
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watch TV.watch TV.

             

に適する語を入れに適する
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3 疑問詞＋ to＋動詞の原形
Do you know how to get to the station?　（あなたは駅までの行き方を知っていますか。）

疑問詞のあとに不定詞（to＋動詞の原形）が続き，「どのよ
うに～したらよいか」「何を～したらよいか」などの意味

を表す。（☞右表）

I know how to use this computer.
（私はこのコンピュータの使い方を知っています。）

We didn’t know what to do next.  （私たちは次に何をしたらよいかわかりませんでした。）
She doesn’t know when to call him.   （彼女はいつ彼に電話をかけたらよいかわかりません。）
Please tell me where to go.   （どこへ行ったらよいか私に教えてください。）

次の絵に合うように，　　　に適する語を入れて，「私は～の仕方を知っています」という英文

を完成させなさい。

⑴            ⑵             ⑶            ⑷

□⑴　I know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 .
□⑵　I know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 the guitar.
□⑶　I know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 curry.
□⑷　I know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 a bike.

次の英文を日本文にしなさい。

□⑴　They didn’t know what to eat.      ［        　                     ］
□⑵　Does he know when to leave home?   ［        　                     ］
□⑶　Please tell me where to buy notebooks.  ［        　                     ］

次の（　　）内の語（句）を並べかえて，日本文に合う英文を完成させなさい。

□⑴　私は図書館へどのように行けばいいかわかりません。 I don’t （the library / how / get to / know / to）.
　　　I don’t 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　        .
□⑵　彼はパーティーのために何を買えばよいか知っています。  He （for / buy / what / knows / the party / to）.
　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　   .
□⑶　いつそこに行けばよいか教えてくれませんか。 Can you tell （when / go / to / there / me）?
　　　Can you tell 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　 ?

how to swim
how to play
how to  cook［make］
how to ride

彼らは何を食べたらよいかわかりませんでした。

彼はいつ家を出たらよいか知っていますか。

どこでノートを買うべきか私に教えてください。

know how to get to the library

knows what to buy for the party

me when to go there

〈疑問詞＋ to＋動詞の原形）〉

how to 「どのように～したらよいか，～の仕方」
what to 「何を～したらよいか」
when to 「いつ～したらよいか」
where to 「どこで（へ）～したらよいか」

わかり

い。）

る語を入れて，「私は～の仕方を知っていま

 

　  .

　　　　 　　　　　　　 　

　

英文を日

lay　　
h  cook　　
how
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3. 不定詞・動名詞

4 動名詞

I like playing tennis.　　（私はテニスをすることが好きです。）

動詞の～ ing形を動名詞という。不定詞の名詞的用法と同じく，「～すること」という意味を表し，名詞のよ
うな働きをする。進行形との違いに注意する。

I like playing tennis.  （私はテニスをすることが好きです。）

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

動詞によって，動名詞と不定詞のどちらを目的語にとるかが決まっている。

・動名詞のみ… enjoy（～して楽しむ），fi nish（～し終える），stop（～するのをやめる）など
・不定詞のみ… want［hope]（～したい）など
・動名詞，不定詞の両方… like，start（～し始める）など

次の日本語を英語になおすとき，　　　に適する１語を書きなさい。

□⑴ 泳ぐこと 　　　　　　　       □⑵ テレビを見ること 　　　　　　　 TV
□⑶ 勉強すること 　　　　　　　    □⑷ ピアノを演奏すること 　　　　　　　 the piano
□⑸ 踊ること 　　　　　　　       □⑹ 働くこと 　　　　　　　

次の（　　）内の語（句）を並べかえて，日本文に合う英文を完成させなさい。

□⑴　彼女は歌を歌うことが好きです。 （songs / she / singing / likes）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　　.
□⑵　もうすぐ雨が降りやむでしょう。 （will / raining / it / stop） soon.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 soon.
□⑶　彼は自分の部屋を掃除し始めました。 （his room / he / cleaning / started）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  　 　　　　　　　　　　.
□⑷ 野球の試合を見ることはわくわくします。 （is / watching / exciting / a baseball game）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　.
□⑸ 音楽を聞くことを楽しみましょう。 （listening / music / enjoy / to / let’s）.
　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　.

次の英文の（　　）内から適する語（句）を選びなさい。

□⑴ He wants （to be / being） a teacher.                        　　　　　　　
□⑵ They enjoyed （to swim / swimming） in Okinawa.                 　　　　　　　
□⑶ I hope （to have / having） a good time with you.                  　　　　　　　
□⑷ I finished （to read / reading） this book yesterday.                 　　　　　　　
□⑸ We stopped （to play / playing） tennis.                       　　　　　　　

swimming watching
studying playing

dancing working

She likes singing songs

It will stop raining

He started cleaning his room

Watching a baseball game is exciting

Let’s enjoy listening to music

to be
swimming
to have
reading
playing

動詞の目的語になっている

文の主語になっている

するのをやめる）

なおすと
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に適する１語を書きなさい。する１語を書きなさい。

テレビを見ること見る 　　　　　　　

□⑷ ピアノを演奏することピアノを演奏すること 　

    □⑹□⑹ 働くこと働く 　　　

（　　）内の語（句）を並べかえて，日本　）内の語（句）を並べかえて

が好きです。が好きです。 （（songs / shsong
　　　 　　

しょう。し

watchingwa　　　　　　

workinwo　　　　
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1  次の英文を完成させるためには，toをどこに入れればよいですか，記号で
答えなさい。また，完成させた英文を日本語になおしなさい。

□⑴　He 
ア
 visited 

イ
 Kyoto 

ウ
 see 

エ
 his friends.       ［      ］

［                                 ］
□⑵　I 

ア
 want 

イ
 be 

ウ
 your 

エ
 friend.            ［      ］

［                                 ］
□⑶　I 

ア
 have 

イ
 a lot of things 

ウ
 do 

エ
 tomorrow.      ［      ］

［                                 ］

2  次の　　　に適する語を入れて，日本文に合う英文を完成させなさい。
□⑴　私は宿題をするために帰宅しました。

   I went home 　　　　　　　 　　　　　　　 my homework.
□⑵　彼女は彼女のお母さんに会いたかった。

   She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 her mother.
□⑶　東北には訪れるべき町がたくさんあります。

   There are a lot of towns 　　　　　　　 　　　　　　　 in Tohoku.
□⑷　この箱をどこに置けばよいのか私に教えてください。

   Tell me 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 this box.
□⑸　英語を勉強することはとても面白いです。

   　　　　　　　 　　　　　　　 English is very interesting.
□⑹　彼らは走るのをやめました。

   They 　　　　　　　 　　　　　　　.
□⑺　夕食をつくることは私にとって難しい。

  　　　　　　　 dinner 　　　　　　　 diffi  cult for me.

3  次の各組の英文がほぼ同じ内容になるように，　　　に適する語を書きなさ
い。

□⑴　I wanted to talk with Hikaru.  So I visited her.
   I visited Hikaru 　　　　　　　 　　　　　　　  with her.
□⑵　We have to do a lot of homework.
   We have a lot of homework 　　　　　　　 　　　　　　　.
□⑶　My sister can’t ski.
   My sister doesn’t know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 .
□⑷　What should I bring?  I want to know.
   I want to know 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 .
□⑸　To speak English is diffi  cult for him.
   　　　　　　　 English is diffi  cult for him.

ウ

彼は友だちに会うために京都を訪れました。

イ

私はあなたの友だちになりたいです。

ウ

私は明日することがたくさんあります。

to do

wanted to see［meet］

to visit

where to put

studyTo

stopped running

Making is

to talk

to do

how to ski

what to bring

Speaking

1　次の英語を日本語に，日本語

を英語になおしなさい。

〈状態や性質を表す形容詞〉

❶ interesting ［　　　　　　］
❷exciting ［　　　　　　］

❸great ［　　　　　　］

❹useful ［　　　　　　］

❺重要な 　　　　　　　

❻難しい 　　　　　　　

❼よい 　　　　　　　

❽正しい 　　　　　　　

〈動作や状態を表す動詞〉

❶borrow ［　　　　　　］

❷send ［　　　　　　］

❸sleep ［　　　　　　］

❹spend ［　　　　　　］

❺待つ 　　　　　　　

❻たずねる 　　　　　　　

❼習う 　　　　　　　

❽思い出す 　　　　　　　

2　次の日本語を2語の英語に，

英語は日本語になおしなさい。

❶～を聞く

　　　　　 　　　　　

❷～を見る

　　　　　 　　　　　

❸ある日

　　　　　 　　　　　

❹もちろん

　　　　　 　　　　　

❺たとえば

　　　　　 　　　　　

❻ talk with ～
［　　　　　　　　　　　　  ］
❼ live in ～
［　　　　　　　　　　　　 ］
❽during summer
［　　　　　　　　　　　　 ］
❾ take off  ～
［　　　　　　　　　　　　 ］

興味深い

わくわくさせる

すばらしい

役に立つ

important
diffi  cult

good［nice］
right

借りる

送る

眠る

過ごす

wait
ask
learn

remember

listen to

look at

one day

of course

for example

～と話す

～に住む

夏の間（じゅう）

～を脱ぐ

　 h
。

　

のか私に

　

ること

　

は走

　

くる

　 diffi  cu

ほぼ同じ内容にな

］

o

o

❽正

作や

rro

　

❽思い

Sa
mp
leepmp

SaSSa
　　 in Tohoku.in Tohoku

ださい。

　 　　　　　　　　　　　　 this box.his box.
面白いです。

　　　 English is very interesting.English is very inte
めました。まし

　.
にとって難しい。って難

　　

it

putput　　　　

udyudy　　　

runningrunning　　　　　　　　　　　

is

❹❹

❺❺待待

❻たず
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3. 不定詞・動名詞

4 次の文の　　　に適する語を書き，対話文を完成させなさい。
□⑴　Ａ：Do you know 　　　　　　　  　　　　　　　 visit our grandmother?
   Ｂ：― Yes.  We should visit her next Sunday. 
□⑵　Ａ：Why do you practice tennis hard?
   Ｂ：― 　　　　　　　 be a good tennis player.
□⑶　Ａ：What do you like doing after school?
   Ｂ：― I 　　　　　　　  　　　　　　　  books.

5  次の（　　）内の語（句）を並べかえて，日本文に合う英文を完成させなさい。
□⑴ 雨が降り始めました。 （to / it / rain / started）.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .
□⑵ 公園で走るために私は6時に起きました。 （the / run / to / park / in）, I got up at six.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　, I got up at six.
□⑶ 私はそこで何か飲むものを買うつもりです。 （buy / drink / to / I’ll / something） there.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   there.
□⑷ 私は，医者になるために一生懸命勉強しました。 I （a doctor / to / studied / be / hard）.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
□⑸ 彼は８時に宿題をするのを終えました。 He （doing / homework / finished / at / his） eight.

He 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 eight.
□⑹ 毎朝走ることは私にとって重要です。 （every / is / for / important / running / morning） me.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 me.
□⑺ 私は映画を見る時間がたくさんほしかった。 I （to / a lot of / wanted / time / see） movies.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　 　   movies.
□⑻ 友だちとサッカーをすることはとてもわくわくします。
   （with friends / is / to / soccer / play / very exciting）.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .

6 次の英文は，絵里からジェーンへのメッセージです。これを読んで，問いに答えなさい。

 

□⑴ ①～③の（　　　）に共通して入る適当な英語１語を書きなさい。             　　　　　　　
□⑵ 本文の内容と合うように，次の対話文の　　　に適する語句を入れなさい。
   What does Eri want to do in Flower Park?
   ― She 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　.
□⑶ 下線部④の日本文を英文にするとき，次の　　　に適する語を入れなさい。
   Let’s 　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 together.

when to

To

like reading

It started to rain

To run in the park

I’ll buy something to drink

studied hard to be a doctor

finished doing his homework at

Running every morning is important for

wanted a lot of time to see

To play soccer with friends is very exciting

to

wants to take pictures （of the flowers）

enjoy taking pictures

Hello, Jane.  I got a new camera today.  So I want （　①　） visit Flower Park next Sunday （　②　） 
take pictures of the flowers.  There are a lot of beautiful flowers （　③　） see in the park.  You also 
have a good camera, right?  

④
いっしょに写真を撮ることを楽しみましょう。  Please send a message to me. 

*camera：カメラ

らジェーンへのメ

got u
　　　　　　

to / I  th
　　　　　　　　　　　　　　　

I（a doctor / to / studied / be / hard）.
　 　

た。 ht
　

/ morn
　

ed / t
　

とって重

excit

omewo　　

とサ

end

画を見

very m　

an　　

excitin　soc　 SaSaSa
mpam
pmp

（

mp
lele

mp
l

　

o / studied /died /
　　　　　　　　　　　　　　　

g / homework / finished / at /mework / finished / at
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　

every / is / for / important / runry / is / for / import
　　　　　　　　　　　　　　　　

たくさんほしかった。くさんほしかった  I  （to / a lot of o /
　　　　　　　　　　　　　

することはとてもわくわくしすることはとてもわ

o / soccer / play / soccer

s important fort for　　　　　　　　

of time to seetim　　　　　　　

friends isf 　　


