
【第五章：動名詞・不定詞】
＜動名詞＞

【Step1】次の空欄に入る適切な語句を日本語を参考にして答えなさい。

① I （ like ）（ playing ）tennis. 　　　　　　　　　　　　私はテニスをするのが好きです。

② I （ enjoyed）（ playing ）the piano yesterday.　 私は昨日ピアノを弾いて楽しんだ。

③ He （ stopped ）（ taking ）pictures.　　　　　　　　彼は写真をやめました。

④ She （ finished ）（ doing ）her homework.　　 彼女は宿題をやり終えました。

⑤（ Studying ）English is very important? 　　　　　　英語を勉強することはとても大切です。

【Step2】次の語順を並べ替えて適切な文を完成させなさい。

①【I, playing, enjoyed, the game, yesterday】.
→I enjoyed playiiing the game yesterday.
②【finish, your, doing, did, homework, you】?
→Did you finish doing your homework?
③【he, didn't, talking, her, with, like】.
→He didn't like talking with her.
④【she, school, without, went, eating, to, breakfast】.
→She went to school without eating breakfast.
⑤【good, she, playing, is, tennis, at】.
→She is good at playing tennis.

【Step3】次の英文を日本語に訳しなさい。

① Thank you for calling me.
→私に電話してくれてありがとう。

② She finished reading the book this morning.
→彼女は今朝その本を読み終えました。

③ I often enjoyed listening to music. 
→私はよく音楽を聞いて楽しんだ。

④ I'm interested in learning Chinese.
→私は中国語を学ぶことに興味があります。

⑤ Swimming in the sea is very fun.
→海で泳ぐことはとても面白いです。

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい

①彼らは教室を掃除し終えました。

→They finished cleaning the classroom.
②彼女は去年日本語を学び始めました。

→She started learning Japanese last year.
③私の宿題を手伝ってくれてありがとう。

→Thank you for helping with my homework.
④トムはギターを弾くのが得意です。

→Tom is good at playing the guitar.
⑤外国語を学ぶ事は私たちにとつて簡単ではありません。

→Learning foreign language is not easy for us.
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＜不定詞の名詞的用法＞

【Step1】

① I （ want ）（ to ）soccer with my friends.　　　    　私は友達とサッカーをしたい。

② He （ wants ）（ to ）（ be ）a teacher.　                 彼は先生になりたがっています。

③ It （ started ）（ to ）（ rain ）.　  　  　 　 　  　        雨が降り始めた。

④ My mother' job is （ to ）（ teach ）English.       　  私の母の仕事は英語を教えることです。

⑤（To ）（learn ）a foreign language is very important.　外国語を学ぶことはとても大切です。

【Step2】

①【want, I, have, a, to, dog】.
→I want to have a dog.
②【her, is, to, be, dream,a, teacher 】.
→Her dream is to be a teacher.
③【started, to,it ,rain, then 】.
→It started to rain.
④【do, you, to, what, be, want】?
→What do you want to be?
⑤【play, is, fun, to, tennis, a, of, lot】.
→To play tennis is a lot of fun.

【Step3】次の英語を日本語に訳しなさい。

① I want to be a teacher in the future.
→私は将来先生になりたいです。

② He tried to practice basketball with his friends in the park.
→彼は公園で友達とバスケットボールを練習しようとした。

③ To study English hard is very important.
→英語を一生懸命勉強することはとても大切です。

④ Is to play soccer very difficult for you?
→サッカーをすることはあなたにとってとても難しいですか？

⑤ What did you want to be?
→あなたは何になりたいですか？

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい。

①私は公園でテニスをするのが好きでした。

→I liked to play tennis in the park.
②私たちはお互いに良い友達になりたかった。

→We wanted to be good friends each other.
③本を読むことは私たちにとってとても大切です。

→To read books is very important for us.
④あなたにとって英語を話すことは難しいですか？

→Is to speak English difficult for you?
⑤あなたは将来何になりたかったですか？

→What did you want to be in the future?
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＜不定詞の副詞的用法＞

【Step1】次の空欄に適する語を日本語を参考にして答えなさい。

① I went to the park （ to ）（ play ）tennis.        　　　　　　私はテニスをするために公園に行った。

② He went to America （ to ）（ learn ）English.　       　　彼は英語を学ぶためにｱﾒﾘｶに行った。

③ I studied English （ to ）（ go ）to America.　  　        　私はアメリカに行くために英語を勉強した。

④ He was happy （ to ）（ hear ）the news.　    　　 　　　　彼はその知らせを聞いて嬉しくなった。

⑤ She felt sad （ to ）（ see ）the events　　　　　     　　　　彼女はその出来事を見て悲しく感じた。

 

【Step2】次の語を並び変えて文を完成させなさい。

①【hard, studying, be, a, I, to, am, teacher】.
→I am studying hard to be a teacher.
②【she, the, store, some, buy, to, pencils, went, to 】.
→She went to the store to buy some pencils.
③【you, to, go, school, to, did, study】?
→Did you go to school to study?
④【were, glad, the, see, to, teacher, we 】.
→We were glad to see the teacher.
⑤【father, up , to, our, dogs, walk, my, gets, early】.
→My father gets up early to walk our dogs.
 

【Step3】次の英語を日本語に訳しなさい。

① I went to the park to practice soccer.
→私はサッカーを練習するために公園に行きました。

② I studied English hard to go to America.
→私はアメリカに行くために一生懸命勉強しました。

③ I am studying hard to be a teacher.
→私は先生になるために一生懸命勉強しています。

④ We were very glad to see the teacher.
→私たちは先生にあえてとてもうれしかったです。

⑤ How do you feel to hear the news?
→あなたはその知らせを聞いてどう感じますか？

 

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい。

①彼は勉強するために自分の部屋に行きました。 

→ He went to his room to study.
②私はテレビを見るために早く起きました。

→ I got up early to see TV.
③私はあなたにまた会えてとてもうれしいです。

→I am very glad to see you again. 
④私は家族にあえて嬉しかったです。

→ I was glad to see my family. 
⑤私は友達とテニスをするために公園に行くつもりです。

→I will go to the park to play tennis with my friends.
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＜不定詞の形容詞的用法＞

【Step1】

① I don't have any homework （ to ）（ do ）.    私はするべき宿題がありません。

② I want something cold （ to ）（ drink ）.　    私は何か冷たい飲み物が欲しい。

③ Kyoto has many places （ to ）（ visit ）.　    京都には訪れるべきたくさんの場所がある。

④ He has many books （ to ）（ read ）.             彼には読むべき本がたくさんある。

⑤ They need （ something）（ to ）（ eat ）.        彼らにはなにか食べるものが必要です。

【Step2】次の語を並び変えて文を完成させなさい。

①【a, have, work, lot, to, I , of, do】.
→I have a lot of work to do.
②【want, to, something, I , drink】.
→I want something to drink.
③【are, many, see, to, this museum, there, things, in】.
→There are many things to see in this museum.
④【I, no, to, study, have, time】.
→I have no time to study.
⑤【I'm , something, give, my, to , looking , father , for, 】
→I'm looking for something to give my father.
 

【Step3】次の英語を日本語に訳しなさい。

① I have many things to do today.
→私は今日するべきことがたくさんあります。

② I want something to drink.
→私は何か飲むものが欲しい

③ Kyoto has a lot of places to visit.
→京都には訪れるべき場所がたくさんある。

④ This is the thing to tell you.
→これはあなたに伝えるべきことです。

⑤ It's time to start.
→はじめる時間です。

 

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい。

①私は何か読むものが欲しい

→I want something to read.
②彼らにはテレビを見る時間がない。

→They have no time to watch TV.
③あなたは今日するべき仕事がたくさんある。

→You have a lot of work to do today.
④あなたは私と話す時間がありますか？

→ Do you have time to talk with me?
⑤私は姉にあげるためのものを買いました。

→I bought the thing to give my sister.
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