
2章 不定詞2

☆「 ・に～してもらいたい」want tt to～

I,..vant to piay the piano_

私はピアノを弾きたい。

I want you to play the piano.

私はあなたにピアノを弾いてもらいたい。

☆「 に～するように言う」tdi人 to～

Itold him to open the window.
私は彼に窓を開けるように言いました。

Itold him not to open the window.
私は彼に窓を開けないように言いました。

☆「 に～するように頼む」ask tt to～

I asked him to Open the window
私は彼に窓を開けるように頼みました。

1日本語に直しなさい。

(1)I want you to take a picture

(2) My mother wants me to study harder.

(3) Our teacher told us to clean the classroom.

(4) My mother tells me not to run in the room.

(5) Tom asked his sister to make dinner.

(6)1ll ask him to help me

英322(2)



2〓早 不定詞2

I               the piano

私はビアノを    。
I              the piancl

私は■|‐ ■ |ピアプを        ,

1        1 ‐     the vvindow
私は■■窓を

―
    | | ‐  .

[  | ..        the windOw
私|ま 11‐ 窓を           ,

I‐ |_ 1‐  1.   the window
私は11:窓を   , 11.  .  =

1日本語に直しなさい。               英3-2-2②

(1)I want you tO take a picture
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(2)My mother wants me tO study harder
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(3)Our teacher told us tO clean the classroom
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(4)My mother te‖ s me not tO run in the room
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(5)Tom asked his siste"to make dinner
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英322(3)

●書きかえ問題

He´ adto me,｀ Open the window″
p          命令文

He■oll me to Open the windOw
te‖   ノ、   to

He_sald tO me, 
｀
Please open the window″

p          ていねいな命令文
HeFsked me to open the window

ask  tt to

Sha‖ l open the windOw?

窓を開けましょうか。
Do vOu want me to open the windOw?

私に窓を開けて欲しいですか。

この3パターンを覚えましょう。

業322(4)

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)I 
‖;‖:||:liaidt° li' 

｀
St t:Iharli:tudy harder

(2)I liaidt°
サII;il:[:lileaseilosethe)1lYl。 。r

(3)I :l「
llilil:lu?   )(     )help you?

(4)I :|:iaidt°
lile(°

n,tdrlihere″

)drive here



英3-2-20

●書きかえ問題

HeJI`止 19 me,｀ Ooen the window″

F          命令文
HeJ。11 me tO open the window

tdl  人 to

He_la d iゥ me,｀PLュ豊e cDen the wlndow″

晨          ていねいな命令文

Heコ豊ked me tO open the window
ask    りに   to

Sha‖ l open the window?

窓を開けましょうか。
Do you want me tO Open the window?

私に窓を開けて欲しいですか。

この3パターンを覚えましょう。

英322(→

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)| ‖;1:||:li:lll〕 Ti'lill:羊 1::1「:tudy harder

②
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(3)1 ::|」
ili:nlluiし )( 十ο )help you?

(4)| :|:ia‖ク|]li‖ ll°11frrhili″ )drive here



☆too¨ to～ 「とても…なので～できない」 英322(5)

I am too tired tO walk.
～すぎる  ～するには

私は歩くには疲れすぎている。
→私はとても疲れているので歩く事が出来ない。

丁he book is too dificuit for rne to understand
その本はとても難しいので私には理解できない。

●書きかえ問題

{1認 襄I鳳亀轟:lintwJに

☆  enough to～ 「十分…なので～」

He was r:ch enough to buy a car
彼は十分金持なので車を買うことができた。

= He was so rich that he could buy a car_

英3-2-2(6)

3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)| 「
|:1]||:i°

°ld J:i:lliCan,t;ulfast  )fast

(2)| :|:::[|:i°
healh::i;iCan'til:(it   )carry

(3)| ||:|||[|:i:lilhthatliCan:I;Ⅷ
lig

(4)| :l:|:|°
°y° l;;ili]it° SCh l;:he(     )gO to school

too・・・to―  =so・・・that()can't～



☆too¨ to～ 「とても…なので～できない」 葵322(5'

l am too tlred iΩ walk
～すぎる  ～するには

私は歩くには疲れすぎている。
→私はとても疲れているので歩く事が出来ない。

丁he book is tOo dif■ cuit for me to understand
その本はとても難しいので私には理解できない。

●書きかえ問題

{1翼襄‖鰍l:轟tntwJに

☆  enough to―・「十分 なので～」
He was rich enough tO buy a car

彼は十分金持なので車を買うことができた。
= He vvas so rich that he could buy a car.

(4)

英322(6)

3各組の文力ヽまば同じ内容になるように、( ,こ適する語を書きなさい。

←)|||:1:|:=lt1lllil・‖驚)fast

(2)

The bag is so heavy that i can't carry tt

The bagも 〈■。)heaw(1ィ )me(+。 )Canv

The king is so rioh that he can buy anythin3

The kngお Hch(eぃ。っ1)(十ο)blly anythng

She is too young to gO to sch。。|

She is(  `。  )young(lkメナ )She(こ .■十)gO tO school

(3)

too・・・to ～  =so・・・that() can't～



補充問題

1( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)私は彼女にピアノを弾いてくれるように頼むつもりです。

(to/the plano/her/1'‖ /play/ask)

(2)私は忙しすぎてあなたに電話が出来ませんでした。
(to/was/tOo/1/you/busy/ca‖ )

(3)私の母は私に医者になつて欲しいと思っている。

(mother/be/my/me/to/a doctor/wants)

(4)あなたは学校に行ける年齢です。

(old/school/to/to/you/enOugh/go/are)

(5)私の父は私にそこへ行かないように言いました。

(go/me/my/not/to!d/to/father/there)

英322補 (1)

英322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)| :|:::]:|:lialdt°
lisIBeqlit″    )quiet

(2)1 :l「
lluli:|[leWinilWS?  )(       )the window?

(3)| 
‖||[iaidt°
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:iasehileli″     )

(4)I I‖
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(5)I III::::||:|°
°diflill::[letouldirstallan,t understand it



職■問題           業322樹0

1( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)私は彼女にピアノを弾いてくれるように頼むつもりです。

(たo/the pian。 /her/1'‖ /play/ask)

1′{la`kl(v
(2)私は忙しすぎてあなたに電話が出来ませんでした。

(to/was/too/1/yott/busy/ca‖ )

(3)私の

(mother/be/my/me/to/a doctor/wants)
ぃ 。11.Y ♭く  .. 十。/

(4)あなたは学校に行ける年齢です。
(old/schoo1/tO/to/you/enough/go/are)

l"- ^," .tJ .^,,^" +" l" ," s

(5)私の父は私にそこへ行かないように言いました。
(go′/me/my/not/told/to/father/there)

糞322補 (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)| :il::]:|:li‖
lillisIB:」1litic )quiet
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３

Shall I open the windows?

Do you want ( np ) ( 1, ) ( ,p<" ) the window?
/

Mike said to me,"Please help me."

Mike ( ^s [uJ ) me ( {,, ) t'"tp r h, - .- @
I was so tired that I couldnt do my homework.

Iwas( -fu )tired ( fo ) do my homework.

This book is too difficult for me to understand.

This book is ( 1" ) dfficu[ (fk"f ) ( L ) can't understand it.
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