
           不定詞 復習 
 

①不定詞の形：         to ＋ 原形動詞 

 

②不定詞の意味用法 
 Ａ．名詞的用法（～すること） 
 
    ア）動詞の目的語となる 

       よく用いられる動詞：want to～, hope to～, try to～, like to～, decide to～など 

例：I want to visit Australia.   私はオーストラリアを訪れたいです。 

    イ）主語となる 

       例：To play soccer is my hobby.  サッカーをすることは私の趣味です。 

    ウ）補語となる 

       例：My dream is to visit Italy.  私の夢はイタリアを訪れることです。 

  

Ｂ．副詞的用法 

 
    ア）動作の目的を表す（～するために・・・） 

       例 1：I went to the library to study history. 

私は歴史を勉強するために図書館に行った。 

       例 2：Why did you go to the shop?  なぜその店に行ったのですか。   

                    To buy some notebooks.    ノートを買うためです。 

      ※in order to～、so as to～も同様に用いられます。 

             I went to the museum in order to see pictures. 
    イ）感情の原因を表す（～して・・・） 

              よく用いられる形容詞・・・glad, happy, sad, surprised, sorry など 

       例：I’m happy to hear the news.  私はその知らせを聞いてうれしい。 

 

 Ｃ．形容詞的用法 

 
    直前の名詞・代名詞を後ろから修飾（～するための・・・/ ～すべき・・・） 

I have a lot of homework to do tonight. 今晩はしなければならない宿題が多くある。 

I want something (cold) to drink. 何か(冷たい)飲み物がほしい。 

形容詞の位置に注意！！ 

 

Ｄ．不定詞の否定 
     

Be careful not to be late.   

I decided not to go to the party because I had to study for the test. 

        Close the windows in order not to catch a cold. 

         



確認と練習 [ 不定詞 ] 

Ａ．名詞用法 

 ア．動詞の目的語 

       1. I want to eat tempura tonight.  (                                       ) 

       2. Do you like to go fishing?       (                                       ) 

       3. My sister began to study English.(                                      ) 
       4.                                    ケイト(Kate)は映画を見ることが好きです。 

       5.                                         雨が降り始めました。 

       6.                                    彼はアフリカに行くことに決めました。 

 
 イ．主語 

        1. To listen to music is my hobby.      (                                   ) 

        2. To become a doctor is my dream.    (                                   ) 
        3.                                    ピアノを弾くことが私の趣味です。 

        4.                                    オーストラリアに行くことは彼の夢です。 

 

ウ．補語 

        1. My hobby is to collect key chains.   (                                   ) 

        2. Her dream is to see Brad Pitt.      (                                   ) 
        3.                     彼の趣味は野球をすることです。 

        4.                     私の夢はフランスを訪れることです。 

 
Ｂ．副詞用法 

     ア 1. She studied hard to become a scientist.(                                 ) 

        2. They went to Kyoto in order to see beautiful garden.(                            ) 
3. 私は歴史の勉強するために図書館に行きました。(so as to～) 

        4. 彼はサッカー選手になるために熱心に練習します(practice)。 

        5. Why are you going to get up early? To watch TV.(                        ) 
        6. なぜ彼らはコンピューターを使っているのですか。メールを送るためです。 

イ 7. I’ m glad to see you. 
        8.  私たちはその知らせを聞いて悲しかった。 

 
Ｃ．形容詞用法 

        1. We have no time to play video games.(                                  ) 

        2. I want something hot to eat.         (                                 ) 

        3.                                                                      
私は今晩しなければいけない宿題がたくさんあります。 

        4.                   あなたは何か冷たい飲み物がほしいですか。 

 

Ｄ．不定詞の否定 

         1.He / not / miss / got/ early / to / the bus/ up/. 

         2..order / decided / I / buy / the CD / not / in / to/. 

         3.彼は遅れないようにバスに乗りました。 


