
4章 不定詞と動名詞
英241(1)

私はサッカーが好き。

私はサッカーをするのが好き。

I like soccer

I like to play soccer.
《to+動詞の原形 》を不定詞 といいます。

いろいろな意味になるので 不定詞 と言われています。
例えば to watchで 「見ること」「見るために」「見るべき」

のように、文によつて変わつてきます。

的用法 「～すること」

I‖ke to watch lV 私はテレビを見ることが好きです。

動詞にtoをつけて ～すること」の 詞 の

■名詞

2次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私の姉は英語を勉強するのが好きです。

(study/to/my/Eng‖ sh/‖ kes/sister)

(2)あなたは本を読みたいですか。
(book/a/want/do/read/to/you/?)

1日本語にしなさい。

(1)She likes to play the piano

(2)I want to ttsten to music

(3)It began tO rain

(4)I want to be a teacher

英241(2)

|よe to～ 「～することが好きだ→～するのが好きだ」

want to～ 「～することを望む→～したい」

staれ to～ 「～することを始める→～し始める」

(3)彼らは歌を歌い始めました。
(a song/sing/they/to/started)

(4)彼は医者になりたがつていました。
(to/a doctor/he/wanted/be)



4章 盃宣mと動名詞
英241(1)

4-1不定詞
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☆不定読
I Iikё soccer. 私はサッカーが好き。

私はサッカーをするのが好き。I like to play soccer.
《to■ 動詞の原形 》を不定詞 といいます。

いろいろな意味になるので 不定詞 と言われています。
例えば to watchで 「見ること」「見るために」「見るべきJ

のように、文によって変わってきます。

的用法 「～すること」

Inke to watch TV 私はテレビを見ることが好きです。

詞にtoをつ | ること」の名詞の きにする

1日本語にしなさい。
(1)She likes tO play the piano
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2次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私の姉は英語を勉強するのが好きです。

(study/to/my/English/‖kes/ sister )
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(2)あなたは たいですか。

(book/a/ want,/ do / read, / to / you / ?
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(3)彼らは歌を歌

「
藉めました。

( a song,/ sing,/ they / to / started )

英241(2)
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綺ke to～ 「～することが好きだ→～するのが好きだ」

want to～ 「～することを望む→～したい」

start to～ 「～することを始める→～し始める」
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(to/a doctor/he/wanted/bo)
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■副詞的用法(1)「 ～するために」         英241(3)

I went to Canada to study Engnsh.

私は英語を勉強するためにカナダに行きました。
動作の目的を表わす。動詞を修飾するので副詞の働きをしている。

3日本語にしなさい。
(1)I came here to see you hereこ こに

(2)He got up ea‖y to wash hls car eatty早 く

(3)We went to the‖ brary to read books

(4)Why did you come home early?― ――To watch TV

(5)Tom studies hard to be a doctor

英241(4)

4( 】こ適する語を書きなさい。

(1)私は母を手伝うために家にいるつもりです。

lw‖ stay home(   )(     )my mOther

(2)彼らは野球をするために公園へ行きました。

They(     )to the park(    )(     )baseba‖

(3)トムは私に会いに大阪に来ました。

Tom(   )to Osaka(  )(   )me

(4)私たちは生きるために食べなければならない。

We must (           ) (          )(            )

(5)なぜ彼は一生懸命に勉強するのですか。一一 先生になるためです。

(       )does he study hard?― ――(     )(     )a teacher

(6)彼女は写真を撮るためにそこへ行きました。

She(       )there(     )(      )pictures



饉忌1詞 的用法(1)「 ～するために」          葵2-41(3)

I went to Canada to study Eng‖ sh.

私は英語を勉強するためにカナダに行きました。
動作の目的を表わす。動詞を修飾するので副詞の働きをしている。

3日本語にしなさい。
(1)I came here to see you hereこ こ1こ
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英241(4)

4( 】こ適する語を書きなさい。

(1)私は母を手伝うために家にいるつもりです。

Iw‖ stay home( ■ )(h。 IP  )my mother

(2)彼らは野球をするために公園へ行きました。

They(Ю《計 )to the park(わ )(PIプ )baseb訓

(3)トムは私に会いに大阪に来ました。

Tom(ctt M` )to Osaka( 4‐ p )('こ
`ジ十 )me

(4)私たちは生きるために食べなければならない。

We must(Q計 )(乳 )(1l vι )

(5)なぜ彼は一生懸命に勉強するのですか。一――先生になるためです。

( |へ」ヽy )does he study hard?―――( ~T。  )(   ;に,)a teacher

(6)彼女は写真を撮るためにそこへ行きました。

She("ed)the“ (ホ )(tに いo口にs



■副詞的用法(2)「 ～して」            業2411D
副詞的用法には もうひとつの働きがあります。

rm happy tO See you

私はあなたに会えてうれしい。

原因・理由を表わす。 形容詞を修飾するので副詞の働きをしている。

5日本語にしなさい。
(1)rm glad to hearthe news 」adうれしい news知 らせ

(2)I was surp‖ sed to know that surpttsed驚 く

(3)He was sad to hear that sad悲 しい

ウこ2-4-1(6)

■形容詞的用法 「～するための…」「～すべき…」

I want a book to read   私は読むための本が欲しい。

私は読むべき本が欲しい。
直前の名詞を説明        私は読む本が欲しい。

名詞を修飾するので形容詞の働きをしている。

I want something to drink
私は何か飲むものがほしい。

somethhg,anythngは「何か」という意味の代名詞です。
「私は飲むための何かが欲しい。→私は何か飲むものが欲しい。」

6日本語にしなさい。
(1)I have a lot of homework to do today

(2)I had no time to go shopping

(3)There are many phces to see h Kyoto メace(s)場所

(4)Do you have anything to eat?



篤311■1,li■ IF‐ ■ t́´ て」            糞2416)
副詞的用法には もうひとつの働きがあります。

rm happy tO See yOu,

私はあなたに会えてうll´しい.

原因'理 熱を表わす。 形容詞を修飾するので副詞の働きをしている。

5日本語にしなさい。
(1)rm glad to hearthe news Jadう れしい news'日 らせ
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(3)He was sad to hearthat sad悲 しい
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■形容詞的用法「～するための…」「～すべき…」

I want a book to read_  私は読むための本が欲しい。

私は読むべき本が欲しい。
直前の名詞を説明        私は読む本が欲しい。

名詞を修飾するので形容詞の働きをしている。

I want something to drink
私は何か飲むものがほしい。

somethng,anythinglま「何か」という意味の代名詞です。
「私は飲むための何かが欲しい。→私は何か飲むものが欲しい。」

6日本語にしなさい。
(1)l have a lot of homework to do today
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(2)l had no time to go shopping
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(3)There are many p!aces to see in Kyoto メaCe(s)場 所
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(4)Do you have anything to eat?
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不定詞のまとめ

～すること

‖ke,want,be」 n,startな どの動詞の目的語になる

I like to play soccer.

I want to visit Kyoto.

～するために

動作の 目的を表わす

I went to the sea to swim   【私は

Tom came to see you     【トムは

～して

原因・理由を表わす

l am happy to meet you

～するための…

直前の名詞を修飾する

I have a lot of things to do

l want something to read

英241(7)

=241(8)

【私は

【私は

【私は

【私は

【私は

7同じ用法の不定詞を含む文をア～工から選びなさい。
(1)I have many books to read

(2)Tom started to play the gutar

(3)1'm very happy to hear that

(4)We came to see you

7 He got up early to clean his room.
,f She wants something cold to drink.

, She wants to be an English teacher.
.L He was sad to know that.

241終 了

|



7同じ用法の不定詞を含む文をア～工から選びなさい。
(1)Ihave many books tO read ζD

不定調のまとめ

～すること

‖ke,want,be」 n.startな どの動詞の目的語になる

I like to play soccer.

I want to visit Kyoto.

英2■ 1(7)
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～するために

動作の 目的を表わす

I went to the sea to swim

Tom came to see you

～して

原因・理由を表わす

l am happv to meet you

～するための…

直前の名詞を修飾する

I have a lot of things tO d。        【私は

I want something tO read     【私は

7 He got up early to clean his room.
.( She wants something cold to drink.

i She wants to be an English teacher.
I He was sad to know that.

241終 了
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補充問題 糞241補 (1)

1次の日本文に合う英文になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)メアリーは日本の歌を歌うのが好きです。

Mary(    )(   )(    )」 apanese songs

(2)彼はそのコンピューターを使いたがつています。

Ho(     )〈      )〈      )the computer

(3)あなたは何か飲むものを持つていますか。

Do you have(        )(      )(       )?

(4)私の姉は音楽を勉強するためにロンドンに行きました。

My sisiter(     )to London(     )(     )music

(5)彼女はその知らせを聞いて驚いた。

She was surprised (        )(           )the news

(6)私には宿題をする時間がない。

Ihave nO ume(    )(    )my homework

(7)私たちはサッカーをするためにそこへ行く予定です。

We're going to go there(   )(    )〈     )

英241補 (2)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)| 「
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3英文に直しなさい。
(1)私はこの本を読みたい。

(2)テニスをしに公園へ行きましょう。

(3)私はあなたに会いにここに来ました。



刹

1次の日本文に合う英文になるように、( 】こ適する語を書きなさい。
(1)メアリーは日本の歌を歌うのが好きです。

Mary (  |ミ
|′ ,   )( 携    )(  s:サ

:(I) [::::i:iSe songs(2)彼はそのコンピューターを使いチ
He(Ю a計,)( わ  )( u`2)the computer

(3)あなたは何か飲むものを持つていますか。
Do you have(ヽッ+｀り )( 小 )(渉「fハ に )?

(4)私の姉は音楽を勉強するためにロンドンに行きました。
My dster(ぃ ι計 )ぉ London(～ )(5仁ク)muj。

(5)彼女はその知らせを聞いて驚いた。
She was surp● sed(、フ )( 卜に^r)the news

〈6)私には宿題をする時間がない。
lhave no ime( 十。 )(」 ο )my hOmewOrk

(7)私たちはサッカーをするためにそこへ行く予定です。
We're going to go there ( *, l< yt", )( soccer).

業2■ 1補 (2)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。
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3英文に直しなさい。
(1)私はこの本を読みたい。

I ω̂ J わ  ぃ.、」 J-h,, to" [.
(2)テニスをしに公園へ行きましょう。
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