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不定詞を練習しよう

(1)～（３）のそれぞれの英文に(

)を加えようと思います。どこに加えればいいでしょうか。加えた状

態で全文を書きなさい。
(1) This river is dangerous in July. （to swim）
(2) I am glad you. （to see）
(３) I am very hungry. I want something. （to eat）

2

次の対話文の(

)に入るのに最も適切なものを下の語群の中から選び，単語を書きましょう。

(1) Shin: What did you do yesterday?
Emi: I stayed at home to（①

）my mother.

How about you?
(2) Shin: I went to the library to（②
Emi: Do you like to（③

）a story.

）stories?

Shin: Yes, I like it. I want to（④

）a writer.

Emi: Oh, that’s good!
（語群） wrote become help look read

write

3 下の英文を読んで，それぞれの質問に，英語で答えなさい。
My name is Eri. I’m a junior high school student in Miyagi. I’m fourteen and in the eighth
grade. I’m in the fine art club. I joined the club to draw pictures. I want to teach fine arts at
school in the future.
I have a brother. His name is Yoshio. He goes to university in Tokyo. He studies history. He
has a lot of things to learn, so he’s busy every day.
This winter I’m going to visit Tokyo and stay with him. I hope to see a festival there.
※ draw pictures :絵を描く
(1) Why did Eri join the fine art club?
(2) Wｈｙ is Yoshio busy every day?
(3) When is Eri going to visit Tokyo?
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不定詞を練習しよう

(1)～（３）のそれぞれの英文に(

)を加えようと思います。どこに加えればいいでしょうか。加えた状

態で全文を書きなさい。
(1) This river is dangerous in July. （to swim）
This river is dangerous to swim in July. この川は７月に泳ぐのは危険です。
※

形容詞（人やものの状況をあらわす）の理由 （例） 「危険」 何をするのに危険？

(2) I am glad you.（to see）
I am glad to see you. 私はあなたに会えてうれしいです。
※ 感情を表す形容詞 ＋ 不定詞（その理由） （例） 「うれしい」 なぜうれしい？
(３) I am very hungry. I want something.（to eat）
I want something to eat. 私はお腹がすきました。私は何か食べるものがほしいです。
※ 名詞 ＋ 不定詞
2 次の対話文の(

（例） 「もの」 何をするためのもの？【something 形容詞 to 動詞の原形】

)に入るのに最も適切なものを下の語群の中から選び，単語を書きましょう。

(1) Shin: あなたは昨日何をしましたか。
Emi : 私は母を（① help 手伝うために）家にいました。 be 動詞は存在をあらわす。「ある・いる」
あなたはどうでしたか。

※ 私は家にいた。 お母さんを～するために

（2） Shin: 私は物語を（② read 読むために）図書館に行きました。 ※ 私は図書館に行った。物語を～す
るために
Emi :あなたは物語を（③ write 書くこと）が好きですか。 ※ like to 動詞の原形「～することを好む。し
たい。」
Shin: はい。わたしはそれが好きです。私は作家に（④become なり）たいです。 be/become ～に
なる ※ want to 動詞の原形「～したい。」
Emi : おお，それはいいですね。
3 下の英文を読んで，それぞれの質問に，英語で答えなさい。
わたしはえりです。わたしは宮城の中学生です。 私は１４歳で，中学２年生です。 私は美術部に所属していま
す。 私は絵を描くためにそのクラブに所属しています。 私は将来，中学校で美術を教えたいと思っています。
私には１人お兄さんがいます。 彼の名前はよしおです。 彼は東京の大学に通っています。 彼は歴史を勉強し
ています。彼はやるべきことがたくさんあります。 だから彼は毎日忙しいです。
私はこの冬に東京に訪れる予定で，彼のところに泊まろうと思っています。 私はそこのお祭りを見ることを規模
しています。
(1)どうしてえりは美術部に入ったのですか。
She joined the club to draw pictures.
(2) どうして彼は毎日忙しいのですか。
Because ｈe has a lot of things to learn.
（３）いつ彼女は東京に訪れる予定ですか。
She is going to visit Tokyo this winter.

