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しばしば「わからないことがわからな
い」と言います。自分の学習してい
る内容がわからなくなり，どうしたら
よいか途方にくれるという大変困った
状態のことです。まず，これから自分
がどういうことを学習するのかをはっ
きりさせること。これまで学習した内
容のつながりや，学習内容として示さ
れているタイトル名などを心に刻ん
でください。こうした習慣ができると，

「今日は○○○をやった」と実感で
きるようになります。

　このテキストは，みなさんが「みずから学ぶ」ことを通して，「わかる楽しさ」と「力がつく喜び」が

実感できるように制作されたものです。

　英語の土台を身につけるには，基本的な文法事項と基本単語に絞り込んだ繰り返しの練習が不可欠

です。このテキストでは，学習内容をできるだけ小さなS
セ ク シ ョ ン

ectionに分け，一つ一つの文法事項を繰り返

し練習することで，効率的に英語力が身につく工夫がこらされています。

　本書が，みなさんの日々の学習の良きパートナーとなり，「みずから学ぶ」ことを通して未来へつな

がる「生きる力」の芽生えとなることを心から願っています。

は じ め に

本書の特長とねらい

本書のもくじは，みなさんが目標を
立てて実行するための学習計画表

「プラン & チェック」になっていま
す。一人ひとりで学習のスピードや
弱点は異なるもの。自分で計画を立
てるのもよし。先生へ相談してみる
のもよいでしょう。ただし，一度決め
た計画は，しっかりと実行することで
す（計画変更はなるべく少なく…）。
さらに学習後は自分の理解度を記録
しておくと，今後の学習に大いに役
立ちます。

１単元ごとに「確認テスト」
がついています。学習内容が
きちんと理解できているかど
うか，自分の感覚だけでは判
断できません。「確認テスト」
でしっかりとチェックし，弱点
があればすぐに補強しておく
ことが大切です。

本書は原則として書き込み式。重要事項を書き込む，ラインマーカーを引く，問題
を解く，何度も書く，余白にメモを書く等，「手を動かす」という ｢作業｣ によっ
て身につけるのが効果的です。ちなみに，最近の脳科学の研究から，「書く」「読む」「聞
く」など，さまざまな感覚を同時に動員した方が，記憶が定着しやすいという結果
がわかっています。英語では，要点整理部分の文章がすぐ理解できたとしても，さ
らに数回読んでみる，一度書いた英語の文章を５回つぶやいて，もう一度書いてみ
る…。たったこれだけのことを実行するだけで，みなさんの理解と記憶の定着度は
飛躍的に向上するのです。実行してみてください。

本書は，みなさんが「読む⇒理解
する⇒問題を解く⇒定着をはかる
⇒チェックする」という流れで学習
できる構成です。特に，始めの「読
む」部分については，重要事項を
絞り込み，丁寧にまとめてあります
ので，何度も読み返せば必ず理解
できます。常に「自分で読んで理
解する」ということを心がけ，「み
ずから学ぶ」習慣を身につけてく
ださい。

みずから学ぶ習慣を作る 目標を立てて実行する 学ぶテーマをはっきりさせる

チェックは「確認テスト」で作業と繰り返しによって身につける

Step by Step英文法_中2本冊.indb   1 2020/11/18   17:12:58



2

最初に学習の計画を立てたら，「プラン＆チェック」（4 ～ 7ページ）の「学習日」に，各セクショ
ンを学習する予定の日を書きましょう。学習を終えたら，「理解度」を記録していきましょう。
自信のないところや，復習が必要なセクションがわかるようになります。

学習日を書きましょう。

各セクションの学習内容が示されています。
最初に読んで，今日学習することを確認しましょう。

・　　　　  各セクションで学習する重要な英文です。
読んでみましょう。

・ペンとマーカーを使いながら解説を読んでいきましょう。
　
　　　　　 …解説に       があったら，マーカーを引きましょう。

（例）〈how＋to＋動詞の原形〉で…

　　　　　 …解説に　　があったら，ペンでなぞりましょう。
（例）動詞の目的語になる。

　
…　　　　のコーナーは        で囲まれてい

ます。この枠をマーカーで囲みましょう。

Studyで学習した内容を確認するコーナーです。
　　　  では　  　　　を一度書いてみましょう。発音しながら書くと
さらに効果的です。
　 
学習した内容をまとめましょう。Studyの解説をもう一度読みながら，穴埋めをして完成させます。

1 学習日

2 T
テ ー マ

heme

124

15 I know how to play the guitar.
（私はギターのひき方を知っています。）

いろいろな〈疑問詞＋to ～〉の表現を学習しよう！

A  〈  ＋to＋動詞の原形〉は「～のしかた」「～する方法」の意味を表す。 

A  〈疑問詞＋to＋動詞の原形〉は動詞の  語になる。

私はギターのひき方を知っています。

⑴　〈how＋to＋動詞の原形〉 で「どうやって～したらよいか」「～のしかた」「～する方法」
という意味を表す。

⑵　how to 〜で１つの名詞の働きをし，動詞の目的語になる。

⑶　〈疑問詞＋ to ＋動詞の原形〉の疑問詞には what や when，where，which などを用いて，
次のような意味を表す。

I know how to play the guitar. 　
　　　  目的語「ギターのひき方を」

（私はギターのひき方を知っています。）

I didn’t know  what to  say.　
（私は何と言ったらよいかわかりませんでした。） 

I know  when to  start.　
（私はいつ出発したらよいか知っています。）

I don’t know  where to  play tennis. 　
（私はどこでテニスをしたらよいかわかりません。）

He knows  which computer to  use. 　
（彼はどちらのコンピュータを使ったらよいか知っています。）

〈主語＋動詞＋目的語〉

what to ～ 

when to ～

where to ～

which（＋名詞） to ～

 アイ　　　ノウ　　　　　ハウ　　 トゥー　　 プレイ　　　 ザ　　　　　ギター

I  know  how  to  play  the  guitar. （私はギターのひき方を知っています。）

疑問詞＋to＋動詞の原形

● what to ～　　 「何を～したらよいか」
● how to ～　　 「～のしかた」「～する方法」
● when to ～　　 「いつ～したらよいか」
● where to ～　　 「どこへ〔で〕～したらよいか」
● which（＋名詞） to ～　 「どちら（の…）を～したらよいか」
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導 入

確 認

まとめ

説明

整理
&

好きな色のマーカーや赤ペンなどを使っ
て，カラフルな自分だけのノートを作りま
しょう。学習したあとにふり返っても，一
目で重要なところがわかります。　

重要なことばや英文の形，英文の意味が書かれていますので，
ペンとマーカーでチェックしながらしっかり覚えていきましょう。

枠の中の語（句）は，繰り返し読んだり書いたりして，暗記
できるようにしましょう。

1

2

3

4

5

4
チ ェ ッ ク

確認しよう

3
理解しよう

ス タ デ ィ

5
フ ォ ー カ ス

まとめよう

学習の流れ
８〜 67ページ　「基本事項のまとめ」では，主に中１で学習した内容を確認できます。 が付いている問題だけを解き，短期

間で学習することもできます。
68ページ〜　　各セクションは，次のように４ページで構成されています。

68

01 I will play tennis tomorrow.
（私はあしたテニスをするつもりです。）

「～するつもりだ」「～するでしょう」と未来のことをいう表現を学習しよう !

 アイ   ウィル        プレイ              テニス                       トマロウ

I will play tennis tomorrow. （私はあしたテニスをするつもりです。）

⑴　「～するつもりだ」「～するでしょう」と，そのときに決めた予定や未来のことをいうと
きは，  の形にする。

⑵　willは助動詞なので，主語が３人称単数でも形は変わらない。

⑶　主語が代名詞のとき，I willは I’ll，you willは you’llのように短縮形にできる。
⑷　willの否定文は  の形で，「～しないでしょ

う」「～するつもりはありません」という意味を表す。

⑸　willの疑問文は の形で，「～するでしょうか」「～するつ
もりですか」という意味を表す。答えの文でもwillを使う。

⑹　疑問詞で始まる疑問文は，〈疑問詞＋will＋主語＋動詞の原形～ ?〉の形になる。疑問詞
が主語のときは，〈疑問詞（＝主語）＋will＋動詞の原形～ ?〉の形。

〈主語＋will＋動詞の原形 ～ .〉

現在 　I           play tennis every day.　（私は毎日テニスをします。）

未来 　I  play tennis tomorrow.　（私はあしたテニスをするつもりです。）

現在 　He           plays tennis every day.　（彼は毎日テニスをします。）

未来 　He  play tennis next week.　（彼は来週テニスをするでしょう。）

動詞は原形

will
未来を表す語

原形にする

will

will notの短縮形は won’t ［ウォウント］。

〈主語＋will not［won’t］＋動詞の原形～ .〉

肯定文 　I will           play tennis this afternoon. （私はきょうの午後，テニスをするつもりです。）
否定文 　I will  play tennis this afternoon. （私はきょうの午後，テニスをするつもりはありません。）not

疑問文 　  you play tennis this afternoon? （あなたはきょうの午後，テニスをするつもりですか。）
答え方 　　─ Yes, I  . （はい，そのつもりです。）

　　　　　　　　　 No, I  . （いいえ，そのつもりはありません。）

Will

Will
will not［won’t］

〈Will＋主語＋動詞の原形～ ?〉

私はあしたテニスをするつもりです。

A 未来のことについていうときは，〈  ＋動詞の原形〉で表す。

A  否定文は〈主語＋  not［  ］＋動詞の原形～ .〉，  

疑問文は〈  ＋主語＋動詞の原形～ ?〉の形で表す。
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69

未来形

1　次の語（句）を読んで，　　　に練習しなさい。

□⑴　tomorrow　あした 　　　　　　　　 □⑵　soon　すぐに 　　　　　　　　
□⑶　next　今度の 　　　　　　　　 □⑷　tonight　今夜 　　　　　　　　
□⑸　come　来る 　　　　　　　　 □⑹　be　〜である，〜にいる 　　　　　　　　
□⑺　go　行く 　　　　　　　　 □⑻　make　〜を作る 　　　　　　　　
□⑼　get up　起きる 　　　　　　　　 　　　　　　　　

2　次の （　　）内の動詞を使って，日本文にあう英文を完成させなさい。

（例）　私はあした東京に行くつもりです。
I 　　　　　　　　 　　　　　　　　 to Tokyo tomorrow.　（go）

　　　
□⑴　彼はすぐに帰宅するでしょう。
　　　 He 　　　　　　　　 　　　　　　　　 home soon.　（come）
　　　
□⑵　彼らは今度の土曜日は忙しいでしょう。
　　　They 　　　　　　　　 　　　　　　　　 busy next Saturday.　（be）
　　　
□⑶　彼女は私たちのためにケーキを作ってくれるでしょう。
　　　She 　　　　　　　　 　　　　　　　　 a cake for us.　（make）
　　　
□⑷　私は今夜ひまではないでしょう。
　　　 I 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 free tonight.　（be）
　　　
□⑸　私たちはあしたテニスをするつもりはありません。
　　　We 　　　　　　　　 　　　　　　　　 tennis tomorrow.　（play）
　　　
□⑹　あなたはあしたの朝早く起きるつもりですか。─はい，そのつもりです。
　　　　　　 　　　 you 　　　 　　　 up early tomorrow morning?─ Yes, I will.　（get）
　　　
□⑺　恵美はすぐにここに来ますか。─いいえ，来ないでしょう。
　　　　　　　　　　 Emi 　　　　　　　 here soon?    No, she 　　　　　　　 not.　（come）
　　　
□⑻　あなたはいつ私たちを手伝ってくれますか。
　　　When 　　　　　　　　 you 　　　　　　　　 us?　（help）
　　　

トゥモロウ スーン

ネクスト トゥナイト

カム ビー

ゴウ メイク

   ゲト    アプ

will go

I will go to Tokyo tomorrow.
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練習しよう

1　次の英文の意味を完成させなさい。

□⑴　She will make a cake for us.

　　　彼女は私たちのために（  ）。
□⑵　I will go to Tokyo tomorrow.

　　　私はあした（  ）。
□⑶　They will be busy next Saturday.

　　　彼らは今度の土曜日は（  ）。
□⑷　He will come home soon.

　　　彼は（  ）。
□⑸　We won’t play tennis tomorrow.

　　　私たちはあした（  ）。
□⑹　Will you get up early tomorrow morning?

　　　あなたはあしたの朝（  ）。
□⑺　When will you help us?

　　　あなたは（  ）。

2　次の日本文にあう英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　あなたはあしたはひまでしょう。
　　　You 　　　　　　　　 　　　　　　　　 free tomorrow.

　　　
□⑵　私たちはすぐにそこへ行くつもりです。
　　　We 　　　　　　　　 　　　　　　　　 there soon.

　　　
□⑶　彼らがあなたを手伝ってくれるでしょう。
　　　They 　　　　　　　　 　　　　　　　　 you.

　　　
□⑷　エリックは今夜ピアノをひかないでしょう。
　　　Eric 　　　　　　　　 　　　　　　　　 the piano tonight.

　　　
□⑸　彼はあしたピザを作ってくれるでしょうか。
　　　　　　　　　　　 he 　　　　　　　　 pizza tomorrow?

　　　
□⑹　あなたはあしたの朝何時に起きるつもりですか。
　　　What time 　　　　　　　　 you 　　　　　　　　 up tomorrow morning?
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1　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴　彼はすぐに帰宅するでしょう。
　　　He （ soon / come / home / will ）.

  

　　　
□⑵　彼らは今度の土曜日は忙しいでしょう。
　　　They （ busy / will / next Saturday / be ）.

  

　　　
□⑶　彼女は私たちのためにケーキを作ってくれるでしょう。
　　　（ will / cake / make / she / a ） for us.

  

　　　
□⑷　私は今夜ひまではないでしょう。
　　　（ will / I / be / not / free ） tonight.

  

　　　
□⑸　恵美はすぐにここに来ますか。
　　　（ Emi / here / will / soon / come ）?

  

　　　
□⑹　あなたはいつ私たちを手伝ってくれますか。
　　　（ will / when / help / you ） us?

  

　　　

2　次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私はあした東京に行くつもりです。
  

□⑵　彼はすぐに帰宅するでしょう。
  

□⑶　私たちはあしたテニスをするつもりはありません。
  

□⑷　あなたはあしたの朝早く起きるつもりですか。
  

未来形
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中２

　　次の日本文にあう英文になるように， 　　に適する語を書きなさい。

⑴　彼らは今夜コンサートに行くでしょう。
 They 　　　　 　　　　 to the concert tonight.

⑵　ルナは彼らのために何枚かのクッキーを作るでしょう。
 Luna 　　　　 　　　　 some cookies for them.

⑶　私はあしたは忙しいでしょう。
 I 　　　　 　　　　 busy tomorrow.

⑷　私たちはあしたの朝，早く起きるつもりはありません。
 We 　　　　 　　　　 get up early tomorrow morning.

⑸　彼女はそこへは行かないでしょう。
 She 　　　　 　　　　 there.

⑹　彼らはすぐに私たちを手伝ってくれるでしょうか。
 ─はい，手伝ってくれるでしょう。
 　　　　 they help us soon? ─ Yes, they 　　　　.

⑺　広志は今度の金曜日はひまでしょうか。
 ─いいえ，ひまではないでしょう。
 　　　　 Hiroshi be free next Friday?

 ─No, he 　　　　 not.

⑻　彼はいつ帰宅するでしょうか。
 　　　　 　　　　 he come home?

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

⑴　私たちはあしたそこへ行くつもりです。
 （ go / will / there / tomorrow / we / . ）
⑵　私の友人たちは今度の土曜日はサッカーをしないでしょう。
 （ not / my friends / soccer / play / will ） next Saturday.

　　

1

2

2 10 点×2 /20 点

⑴

⑵

I will play tennis tomorrow.
／100点

1
氏　名 実施日 得　点

1 10 点×8 /80 点

P. 68 〜 P. 71

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻
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要 点 整 理 問  題  演  習 確認テスト（別冊）

各セクションの要点を
読んで整理します。

単語の導入と基本的
な英文で，問題演習
をスタート。

英文和訳や適語補充
で，学習内容の定着
をはかります。

並べかえや英作文で，
学習内容の仕上げを
します。

セクションの内容を理
解できたか，チェック
します。
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１つのセクションで学習する内容を１～２項目にしぼっています。「何を学習するのか」
「何が重要であるか」がはっきりわかります。

問題演習では，同じ英文が設問形式を変えて繰り返し出題されます。段階を踏んで何度
も読み書きすることで，自然と，しかも確実に重要な英文を身につけることができます。

セクションで学習する「基本文」や単語には，読み方を示しました。また，英文を書い
て練習するスペースも設けています。「読みながら書く」という，英文を覚えるための効
果的な練習を重ねることができます。

最初に，このセクションで出題される新出単語や，ポイントとなる
単語を練習します。読み方と意味が示されているので，知らない単
語もここで覚えることができます。

Practice Aで学習した英文を使った英文和訳
です。

Practice Aで学習した英文を一部だけ変えた
問題です。しっかり身についているかチェッ
クしましょう。答えを確認したあとは，完成
した英文を練習します。

このページでも，Practice Aで学習した英文を出題します。まず並べ
かえの問題を解き，最後は英作文に挑戦です。すでに学習した英文な
ので，全文英作文でも自信をもってチャレンジできるはずです。

※並べかえの問題では，文の最初にくる語も小文字で書かれています。

各セクションの内容を理解できたかを，別冊の確認テストでチェック
します。答え合わせをしたら，点数を「プラン＆チェック」に記録し
ましょう。

125

1　次の語を読んで，  　　　に書きなさい。

□⑴ carry　〜を運ぶ 　　　　　　　　 □⑵ give　〜を与える 　　　　　　　　
□⑶ learn　学ぶ 　　　　　　　　 □⑷ decide　決める 　　　　　　　　
□⑸ next　次に  　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　

2�　次の日本文にあう英文になるように，　　　に適する語句を書きなさい。ただし，⑴～⑷は（　　）内

の語を使って書くこと。

（例）　私はいつ彼に電話をしたらよいかを知っています。
 I know when 　　　　　　　　　　　　 him.　（call）
 

□⑴ あなたはどこへこれらの箱を運んだらよいか知っていますか。
 Do you know where 　　　　　　　　　　　　 these boxes?　（carry）
　　　
□⑵ 健はこの質問の答え方がわかりません。
 Ken doesn’t know how 　　　　　　　　　　　　 this question.　（answer）
　　　
□⑶ 彼は彼女に何をあげたらよいかを知りたがっています。
 He wants to know what 　　　　　　　　　　　　 her.　（give）
　　　
□⑷ 私はどちらの本を買ったらよいかわかりませんでした。
 I didn’t know which book 　　　　　　　　　　　　.　（buy）
　　　
□⑸ 彼女はケーキの作り方を学びました。
 She learned 　　　　　　　　　　　　 make cakes.

　　　
□⑹ 私たちはいつ始めたらよいか知りませんでした。
 We didn’t know 　　　　　　　　　　　　 start.

　　　
□⑺ 私はどこへ行ったらよいかわかりません。
 I don’t know 　　　　　　　　　　　　 go.

　　　
□⑻ 私は明日何をしたらよいか決めました。
 I decided 　　　　　　　　　　　　 do tomorrow.

　　　

I know when to call him.

to call

キャリ

ラーン

ネクスト

ギヴ

ディサイド

不定詞
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　　　　 は，英文を練習するための線です。　　　　　　　　　がある問題では，
解答解説で答えを確認したあと，　　　　　に英文を練習しましょう。
答えを間違えてしまった場合は，ここで正しい英文をしっかり確認してください。正解
した場合でも，確実に定着するよう練習しましょう。
スペースがあれば，2回あるいは3回と繰り返し書いてみるのもよいでしょう。

「スモールステップ」方式

徹底した繰り返し学習　　

「読み」と「書き」を重視
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練習しよう

1　次の英文の意味を完成させなさい。

□⑴ I didn’t know which book to buy. 

 私は（    ）わかりませんでした。
□⑵ I decided what to do tomorrow.

 私は明日（    ）決めました。
□⑶ She learned how to make cakes.

 彼女は（    ）学びました。
□⑷ I know when to call him.

 私は（    ）知っています。
□⑸ Ken doesn’t know how to answer this question.　
 健は（    ）わかりません。
□⑹ I don’t know where to go.

 私は（    ）わかりません。
□⑺ He wants to know what to give her. 

 彼は（    ）知りたがっています。

2　次の日本文にあう英文になるように，  　　　に適する語を書きなさい。

□⑴ 田中先生は私たちに次に何をしたらよいかを教えてくれるでしょう。
 Ms. Tanaka will tell us 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 next.

　　　
□⑵ 私は彼の誕生日に何をあげたらよいか知りたい。
 I want to know 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 him for his birthday.

　　　
□⑶ メアリーはこの質問の答え方がわかりません。
 Mary doesn’t know 　  　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　 this question.

　　　
□⑷ あなたは郵便局への行き方を知っていますか。　
 Do you know     　　　　　　　    　　　　　　　    　　　　　　 to the post office?

　　　
□⑸ 彼らはどこへこれらの机を運んだらよいか知っていますか。
 Do they know 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 these desks?

　　　
□⑹ 私の弟はどちらの辞書を買ったらよいかわかりませんでした。
 My brother didn’t know 　 　　　　　　　dictionary 　 　　　　　　　　 　　　　　　.
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1　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴ 彼は私にギターのひき方を教えてくれました。
 He （ play / how / taught / the guitar / to / me ）.

 

　　　
□⑵ あなたはどこへこれらの箱を運んだらよいか知っていますか。
 （ carry / where / do / know / to / you ） these boxes?

 

　　　
□⑶ 私たちはいつ始めたらよいか知りませんでした。
 We （ start / when / know / to / didn’t ）.

 

　　　
□⑷ 彼は彼女に何をあげたらよいかを知りたがっています。
 He （ give / know / to / to / wants / what ） her.

 

　　　
□⑸ 健はこの質問の答え方がわかりません。
 Ken （ answer / how / this question / doesn’t / to / know ）.

 

　　　
□⑹ 私は明日何をしたらよいか決めました。
 I （ do / what / tomorrow / decided / to ）.

 

　　　

2　次の日本文を英文にしなさい。

□⑴ 私はいつ彼に電話をしたらよいかを知っています。
 

□⑵ 私はどちらの本を買ったらよいかわかりませんでした。
 

□⑶ 彼女はケーキの作り方を学びました。
 

□⑷ 私はどこへ行ったらよいかわかりません。
 

不定詞
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Practice A 練習しよう

Practice B 練習しよう

Brush Up しっかり身につけよう

確認テスト

プ ラ ク テ ィ ス

プ ラ ク テ ィ ス

　ブラッシュ　　アップ

8

7

6
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10 I like to play tennis.
（私はテニスをするのが好きです。）

「～すること」の意味で名詞と同じ働きをする不定詞の表現を学習しよう！

■ 次の語句を日本語にしなさい。

① like to 〜　（　　　　　　　　）　　　② want to 〜　（　　　　　　　　）

私はテニスをするのが好きです。

A  不定詞は〈  ＋  〉で表す。
A  不定詞の名詞的用法は名詞と同じ働きをし，動詞の  になったり，  

文の  や補語になる。

⑴　〈to＋動詞の原形〉の形を　　　　 という。
⑵　不定詞は「～すること」の意味で，名詞と同じような働きをする。この不定詞を，不定

詞の　　　　　　という。
⑶　名詞的用法の不定詞は，動詞の目的語になる。

⑷　不定詞は主語や時（現在・過去・未来）にかかわらず，つねに〈to ＋動詞の原形〉の形をとる。

I like tennis.　（私はテニスが好きです。）

I like  to play  tennis.　（私はテニスをするのが好きです。）

She likes  to play  tennis.　（彼女はテニスをするのが好きです。）

I liked  to play  tennis.　（私はテニスをするのが好きでした。）

To play tennis is fun.　（テニスをすることは楽しい。）

My dream is to go to the moon.　（私の夢は月へ行くことです。）

目的語が名詞

主語が３人称単数

不定詞が主語

目的語が不定詞

過去の文

不定詞が補語

would like to ～は want to ～よりていねいな表現。Ⅰ’d like to ～ （私は～したい） の形で使われること
が多い。（Ⅰ’d はⅠwould の短縮形）

 アイ     ライク　   トゥー　　 プレイ　　　　 テニス

I  like  to  play  tennis. （私はテニスをするのが好きです。）

⑸　不定詞は文の主語や補語（主語を説明する語）になることもある。

名詞的用法

不定詞

　　　不定詞を目的語にとる動詞には，次のようなものがある。
like to 〜 （〜することが好きだ）　　want to 〜 （〜したい）　　need to 〜 （〜する必要がある）

begin［start］ to 〜 （〜し始める）　　would like to 〜 （〜したい）

名詞

不定詞
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1　次の語を読んで，  　　　に書きなさい。

□⑴ like　〜を好む 　　　　　　　　 □⑵ want　〜を欲する 　　　　　　　　
□⑶ speak　〜を話す 　　　　　　　　 □⑷ start　〜を始める 　　　　　　　　
□⑸ need　〜を必要とする 　　　　　　　　 □⑹ buy　〜を買う 　　　　　　　　
□⑺ swim　泳ぐ 　　　　　　　　 □⑻ read　〜を読む 　　　　　　　　
□⑼ clean　〜をそうじする 　　　　　　　　 □⑽ watch　〜を見る 　　　　　　　　

2　次の（　　）内の動詞を使って，日本文に合う英文を完成させなさい。

（例）　私は野球の試合を見るのが好きです。
 I like 　　　　　　　　　　　　　　　　　 baseball games.　（watch）　　　                                                     

　　　
□⑴ 私はこの川で泳ぎたい。
 I want 　　　　　　　　　　　　　　　　　 in this river.　（swim）
　　　
□⑵ 私たちはこの部屋をそうじする必要があります。
　　　We need 　　　　　　　　　　　　　　　　　 this room.　（clean）
　　　
□⑶ 彼女はこのコンピュータを使いたがっています。
 She wants 　　　　　　　　　　　　　　　　　 this computer.　（use）
　　　
□⑷ 彼はその本を読み始めました。
　　　He started 　　　　　　　　　　　　　　　　　 the book.　（read）
　　　
□⑸ 私はこのテーブルを買いたい。
 I’d like 　　　　　　　　　　　　　　　　　 this table.　（buy）
　　　
□⑹ フランス語を話すことは難しい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 French is difficult.　（speak）
　　　
□⑺ 映画を見ることはおもしろい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 movies is interesting.　（watch）
　　　
□⑻ 彼らの計画はその車を買うことでした。
 Their plan was 　　　　　　　　　　　　　　　　　 the car.　（buy）
　　　

I like to watch baseball games. 

to

ライク

スピーク

ワント

スタート

ニード

スウィム

クリーン

バイ

リード

ワチ

watch

不定詞
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練習しよう

1　次の英文の意味を完成させなさい。

□⑴ I like to watch baseball games. 

　　　私は野球の試合を（    ）。
□⑵ We need to clean this room.

 私たちはこの部屋を（    ）。
□⑶ I want to swim in this river.

 私はこの川で（    ）。
□⑷ He started to read the book.

 彼はその本を（    ）。
□⑸ To speak French is difficult.

　　　（    ）は難しい。
□⑹ To watch movies is interesting.

　　　（    ）はおもしろい。
□⑺ I’d like to buy this table.

　　　私はこのテーブルを（    ）。

2　次の日本文にあう英文になるように，  　　　に適する語を書きなさい。

□⑴ 私の妹はこのペンを使いたがっています。
　　　My sister 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 this pen.

　　　
□⑵ 私はテレビを見るのが好きです。
　　　I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TV.

　　　
□⑶ 彼らはその公園をそうじする必要があります。
　　　They 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the park.

　　　
□⑷ ジェーンはその手紙を読み始めました。
 Jane 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the letter.

　　　
□⑸ 私はそのいすを買いたい。
 I’d 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the chair.

　　　
□⑹ 英語を話すことは難しい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 English is difficult.
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1　次の日本文にあう英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえ，全文を書きなさい。

□⑴ 私はこの川で泳ぎたい。
 I （ to / this river / want / swim / in ）.

 

　　　
□⑵ フランス語を話すことは難しい。
 （ is / speak / to / difficult / French / . ）

 

　　　
□⑶ 私はこのテーブルを買いたい。
　　　I’d （ table / to / like / buy / this ）.

 

　　　
□⑷ 私たちはこの部屋をそうじする必要があります。
 We （ to / need / clean / room / this ）.

 

　　　
□⑸ 私は野球の試合を見るのが好きです。
 I （ watch / to / games / baseball / like ）.

 

　　　
□⑹ 彼らの計画はその車を買うことでした。
 （ the car / to / plan / their / was / buy / . ）

 

　　　

2　次の日本文を英文にしなさい。

□⑴ 私は野球の試合を見るのが好きです。
 

□⑵ 彼女はこのコンピュータを使いたがっています。
 

□⑶ 彼はその本を読み始めました。
 

□⑷ 映画を見ることはおもしろい。
 

不定詞
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