
不定詞のまとめ（２） No.1

【１】次の英文を日本語に訳し、更に斜体字の不定詞の

用法を言いなさい。

1)Kenji went to the park to play tennis with his friend.

2)To study math is very interesting.

3)I need a book to read.

4)She wants to eat an apple.

5)I am very glad to see you.

6)Do you have anything to drink?

7)I have a lot of things to do today.

8)I'm very sorry to hear that.

9)Did you try to answer the question?

10)My brother went to France to study art.

11)What do you want to be? I want to be a baseball

player.

12)I have many friends to help me.

【２】日本語を参考にして（ ）内に適語を入れ、更に

全文を日本語に訳しなさい。

1)I need ( )( )( )( ).「この本を読むこと」

2)She was very happy ( )( )( )( ).「そのカメラを

買って」

3)I didn't want ( )( )( )( ) today.「学校へ行きた

くない」

4)He had a lot of work ( )( ) yesterday.「する仕事」

5)My brother was sad ( )( )( )( ).「彼の犬を失っ

て」 〔sad：悲しい〕

6)( )( )( ) is not difficult for me.「英語を話すこと

は」 〔for me：私にとって〕

7)He tried ( )( )( )( ).「その箱を開けようとした」

8)The boy came here ( )( )( )( ).「いくつかのリ

ンゴを買いに」

9)Do you like ( )( )( ) in this park?「サッカーをす

ることが」

10)She has many books ( )( ).「読む本」

11)The old man didn't have ( )( )( ).「食べる物を

何も」

12)You must study hard ( )( )( )( ).「先生になる

ために」

13)He didn't have any friends ( )( )( ).「（一緒に」）

遊ぶ（ための）」
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【１】

1)健二は彼の友達とテニスをするために公園へ行った。

（副詞的用法）

2)数学を勉強することはとても面白い。（名詞的用法）

3)私は読む（ための）本が必要です。（形容詞的用法）

4)彼女はリンゴが食べたい（食べることが欲しい）。

（名詞的用法）

5)私はあなたに会えてとても嬉しい。（副詞的用法）

6)あなたは何か飲むもの（飲むための何かを）持ってい

ますか。（形容詞的用法）

7)私は今日する（するための）ことが沢山ある。（形容

詞的用法）

8)私はそれを聞いてとても残念です。（副詞的用法）

9)あなたはその質問に答えようとしましたか（その質問

に答えることを試みましたか）。（名詞的用法）

10)私の兄は美術を勉強するためにフランスに行った。

（副詞的用法）

11)あなたは何になりたい（なることが欲しい）のです

か。私は野球の選手になりたい（なることが欲しい）。

（名詞的用法）

12)私は私を助けてくれる多くの友達がいる。（形容詞的

用法）

【２】

1)to read this book 私はこの本を読むことが必要です。

2)to buy the camera 彼女はそのカメラを買ってとても

嬉しかった。

3)to go to school 私は今日学校へ行きたくなかった。

4)to do 彼は昨日、する仕事が沢山あった。

5)to lose his dog 私の兄は彼の犬を失って悲しかった。

6)To speak English 英語を話すことは私にとって難し

くない。

7)to open the box 彼はその箱を開けようとした。

8)to buy some apples その少年はいくつかのリンゴを買

いにここに来た。

9)to play soccer あなたはこの公園でサッカーをするこ

とが好きですか。

10)to read 彼女は沢山読む本がある。

11)anything to eat その老人は食べる物を何も持ってい

なかった。

12)to be a teacher あなたは先生になるために一生懸命

勉強しなければならない。

13)to play with 彼には（一緒に）遊ぶ友達が１人もい

なかった。（play with some friendsが元の形なので with

が要ります。）
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【３】次の日本語を英語にしなさい。

1)僕はテニスをすることが好きではありません。

2)彼女は（腕）時計を買うためにそこへ行きました。

3)僕の姉はオレンジが食べたい。

4)私達はアメリカに行くために英語を勉強しました。

5)彼の弟は何か食べる物を持っています。

6)中国語を勉強することは面白い。

7)私は彼に電話をしようとしました。〔～に電話をする

：call～〕

8)私の妹はテレビを見ることが好きです。

9)彼女は浩志に会って嬉しかった。

10)あなたは何になりたいですか。私は医者になりたい

です。
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【３】

1)I don't like to play tennis.

2)She went there to buy a watch.

3)My sister wants to eat an orange.

4)We studied English to go to America.

5)His brother has something to eat.

6)To study Chinese is interesting.

7)I tried to call him.

8)My sister likes to watch TV.

9)She was happy to see Hiroshi.

10)What do you want to be? I want to be a doctor.


