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P2 ・ 3

1. readin目 2. pleyin尽 3. pleyin尽 4. playin目

解説動詞の~ing形は現在進行形や過去進行形にbe動詞と使われ

るが,ここで扱う~ing形はそれらとは別のものである。「~す

ること」の意味で,動詞と名詞の両方の働きをするものになる。

~ing形の作り方は「知って得するコーナー」を参照しよう。

1.サッカーをすることが〔するのカリ

2.サッカーをすることが〔するのカリ

3.彼の本を読むことが〔読むのが〕

4.新聞を読むことが〔読むのが〕

5.友だちと話すことが〔話すの力勺

解説 1.・ 2. soccer は動名詞 Playing の目的語。このように,動名

詞が目的語をとることもある 2.主語が3人称・単数でも動

名詞の形に変わりはない。 3.・4.否定文でも動名詞の形に変

わりはない。 5.疑問文でも動名詞の形に変わりはない。

動名詞とは?

動詞の~in8形は「~すること」の意味!

＼

＼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Hike readin目 your le杜日rs.

2. 1 don't like pleying baseba11.

3. He doesn't like readin目 novels.

4. Does she like talkin尽 Vvith you?

解説 1. yourle廿erS がreading の目的語。 2. basebaⅡがPlaying

の目的語。 3. novelSがreadingの目的語。 4. talMngwith

yoU がlike の目的語。
ノ

口

ニ
=
・

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー



知って1具するコーナー

動詞の~ingの作り方

ふつうはingだけをつける

1. Readin目 this book is not di什icult.

2. Drivin目 a car is dan目erous here.

Play 《スポーツを>する,<楽器を>ひく)→ Playing

read (読む)→reading look (見る)→10OMng

仏lk 信舌す)→talMng study (勉強する)→S加dying

Watch (見る)→Watching cook (料理する)→COOMng

語尾がe のときは e をとって ing をつける

WHte (書く)→Wd廿ng make (作る)→ maMng

Use (使う)→Using have (食べる)→having

ねke (取る)→taMng give (与える)→giving

drive (運転する)→ driving

語尾が<短母音+子音字>のときは子音字を重ねる

SMm (泳ぐ)→SMmming sit(座る)→ Si出ng

get(入手する)→ getⅡngrun (走る)→ running

Put(置く)→ Putting stop (止まる)→ Stopplng

Cut(切る)→CU岱ng begin (始まる)→beginning

語尾がieのときはie を yにかえてing をつける

Ⅱe (横になる)→ lying

ズハリ
2

で「~する練習をする」。

1. talkin目 2. snovvin宮 3. studyin目

解説 2. snoWは動詞では「雪が降る」,名詞では「雪」

この文の Play は「(楽器を)ひく」の意味。

動詞の目的語になる動名詞

よく使われる<動詞+動名詞>

1. playin目 2. vvorkin8 3. rainin尽 4. playing

解説 1. enjoy~ing で「~して楽しむ」。 2. start~ing で「~し

始める」。 3. begin~ingで「~し始める」。 4. pracuce ~ing

1. 1 enjoyed vvatchin目 the 目ame on TV.

2. vvhen did you be尽in 、Norkin目 here?

3. Tom practices vvritin尽 kanjievery day.

4. 1 Started learnin目 the piano last year.

解説動詞の目的語になるときに,動詞の過去形を使うことも多いの

で規則動詞・不規則動詞にも注意しておこう。

die (死ぬ)→ dying

ズハリ
3

主語になる動名詞

文頭の~in呂形は主語になるんだ!

1. Readin目 2. Reedine 3. SⅧmmin宮 4. Leamin目

解説 2. ReadingalotofbookS の複数形にっられて Readingalot

Ofbooksare.,としない。 3. swim は m を重ねて Swh1Ⅱnhlg。

4. pleyin目

の意味。 4

P4 ・ 5

1. studyin目 2. svvimmin目 3. usin目 4. Runnin目

解説 1. studyinghardが主語。 2. SMmmingonahotdayが主語。

3. use は e をとって Usi11g。 usingtMscomputerが主語。 4. run

はn を重ねてrun1血g。 Runni11gが主語。

P6 ・フ
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3. vvritine letters in En宮lish isn't easy.

4. Takin目 Pictures is a lot of fun.

解説 1. Readingthisbookが主語の否定文。 2. Ddvingacarが

主語。 ddve は e をとって ddving。 3. wd血gle杜ersinEnglish

が主語。この文のin は「~で」の意味。 writeはe をとって

WHti11g。 4. Taki11gpictureS が主語。 take は e をとって taMng。

ズバリ
4

補語になる動名詞

補語になる動名詞をマスターしよう。

3. svvimmin8 4. eating1. takin宮 2. playing

解説補語というのはbe動詞などのあとにきて,主語を説明する働

きをするもの。進行形でもbe動詞のあとに~ing形がくるが,

be動詞の前後の語句の意味から動名詞かどうか判断できる

1. take は e をとって taking。 3. swhn は m を重ねて SM如11ing

1. C011ectin目 2. vvritin目

解説 iSはイコールの働きをしている。

1. Her job is t日日Chin目 En宮lish.

2. My hobby is listenin目 to music.

3. My favorite thing is sin尽in目 t0目ether.

4. My bad habit is getting up lete.

解説 1. teachingEnglishが補語。 2.ⅡSteningtomusiCが補語

3. singingtogetherが補語。 4. get壮nguplateが補語。

ズバリ
5 PI0・11

これは動名詞?

動名詞か進行形かは意味を考えよう!

3

1.iS 2. amlistenin目 3.iS 4. areP恰yin目

解説 1.ⅡSteningは動名詞主語が3人称単数でbe動詞はis。 2

現在進行形の文。主語が1でbe動詞はam。 3. playingは動名

詞。 4.現在進行形の文。主語がWeでbe動詞はare。

P8 ・ 9

3. runnin目

Myhobby ^

1.①趣味は写真を撮ること②公園で写真を撮っています

2.①仕事はフランス語を教えること

②大学でフランス語を教えています

3.①悪い癖は食べすぎること

②今サンドイッチを食べています

^~ing形は①が動名詞で補語になっている。②は現在進行形。

4. sleepin目

C0Ⅱecting stalnps

1. My hobbies are skiin目 and skatin宮,

2. 1S your hobby listenin目 to music?

3. My job is not c011ectin目 letters.

4. My favorite thin目 is readin目.

解説 1.補,吾に2つ動名詞がくる形になる。主語がhobbieSで複数

なのでbe動詞は are。 SM は ing をつけて SMing, skate は e を

とって Skating になる 2. Yourhobbyislisteningto music.

を疑問文にしたもの。 3. Myjob isc0Ⅱectingle杜ers.を否定文

にしたもの。 4. readingだけで「読書,本を読むこと」の意味

を表す。



【まとめ】動名詞

動詞の~in呂形は名詞と同じ働き!
.

2.1. 11Stenin目

解説 1. enjoy~ingで

るのをやめる」。 3

1.あなたはその絵を描き終えましたか。

2.ジェーンは昨年フランス語を学ぴ始めました。

3.何時に雪は降りやみましたか。

4.興奮させる試合を見ることは楽しい。

5.あなたはいつその手紙を書き終えましたか。

6.私の仕事はコンピュータを修理することです。

解説 1.・ 5.丘nish ~ing で「~し終える」。「絲会を)描く」には Wdte
は使わない。 draWは線画を描くときに使う。絵の具を使うとき

は PaintlP6inU という語を使う。 2. start ~ing で「~し始める」
(←~することを始める)。 3. stop ~ing を訊小attime で始ま
る過去の疑問文に使ったもの。 6.動名詞が補語。

3. singin目 4. takin目ralnln唇

「~して楽しむ」。 2. stop ~hlg で「~す

動名詞が主語。 4.動名詞が補語。

P14・15P12・13

1. Readin目 this book is not[isn'u easy.

2. Did you enjoy talkin目 Vvith Ken yesterday?

3. My hobby is c011ectin尽 forei目n stamps.

4. 1t stopped rainin目 this mornin目.

解説 1.動名詞が主語。 2. enjoy~ingを過去の疑問文に使った
もの。 3.補語に動名詞を使う文。集めるのは1枚の切手では

ないので, stampS と複数形。 4. raining は Stopped の目的語0

4

1バリ
7

名詞的用法の不定詞①

<to+動詞の原形>も「~すること」だよ。

1. t0 2. play 3. totalk 4. totalk

解説<to+動詞の原形>の不定詞が名詞の働きをして動詞の目的語に

なる用法である。ここではliketo ~で「~することが好きだ」

の言い方を学ぶ。1ike は動名詞を目的語にすることもできる。

般的に「~するのが好きだ」には動名詞を使うことが多い。不定
詞のliketo ~は「(今)~するのが好きだ」(場合によっては「~
したい」の意味にもなる)の意味に使うことが多い。

1. toread 2. 1ikes,cook 3.1iket0 4. tostudy

解説 1. t0 は動詞の原形readの前。 2.主語が3 人称'単数なので,

文の動詞ⅡkeにはSがっく。不定詞のt0のあとには動詞の原形

が続く。 3.否定文でも<to+動詞の原形>の形はかわらない。

4.疑問文でも<to+動詞の原形>。

1. nike to reed your letters.

2. Emilikes to stay vvith you.

3. 1 don't like t0日日t ve目etab{es.

4. Does she "ke to vvatch TV?

解説 1. to readyourletterS がⅡke の目的語。 2. to stayM杜lyou
がⅡkeSの目的語。 3. toeatvegetableSがⅡkeの目的語0 4. to

WatchTVがlike の目的語。



スバリ
B

名詞的用法の不定詞2

Wantto ~の表現をマスターしよう。

1. vvantt0 2. t0 3. t0 4. be

解説 Wantto ~で「~したい」(←~することをほっする)の意味に

なる。この表現では「~になりたい」と言うとき, wa11ttobe

~とする。 1Wa11ttobe ~は lam ~に Want を使って Iwa11tto

be~になると考えれぱわかりゃすい

3. vvantt0 4. vventto1. vvent,be 2. vvants,be

解説 2.主語が3人称・単数なのでWa11tSを使う。<t0十動詞の原形>の

形に変化はない。 3. wantto~の否定文。 4. watltto~の過去

の疑問文。

1. 1 Vvent to be e pilot in the future.

2. 1 don't vvant to be a man like you.

3. He vvants to go to the park.

4. Did you vvant to sin目 this son尽?

解説 1. wanttobe ~の文には inthe員1加re(将来)がよく使われる

ので覚えておこう。 2.この文のⅡke は「~のような」の意味の

前置詞で,動詞の like(好きだ)とは別のもの。 4. wantto ~を

過去の疑問文に使ったもの。

知って得するコーナー

・W飢ttobe~~には職業を表す語がくることが多い。

doctor(医者) nurse(看護師) teacher(教師)

Sden廿St(科学者) artist(芸祁i家) musician(音楽家)

P16・17

~の部

2. TO

4. TO

Cook (コック) P0ⅡCeof丘Cer(警官)丘re丘ghter q肖防士)

farmer(農場経営者) 6Shermanq鮓而)

ズバリ
9

名詞的用法の不定詞3

Tφ~は主語にもなるのだ!

1. T0 2. eat 3. T0 4. dence

解説不定詞は文の主語として使われることもある。このとき注意し

なければいけないのは.不定詞は単数扱いにするということ。不

定詞に使われた動詞が複数形の名詞を目的語としてともなってい

ても単数扱いにする。 Toread ma11yho0えSare ,.(iS が正しし→

1. Tolearn 2. Tosee 3. TO"ve 4. Toknovv

解説 1. TolearnEngⅡShが主語。不定詞は3人称・単数扱いにす

るので,動詞に takeS と Sがつく。この文のtake の意味にも注意。

2. ToseeyoUが主語で, yoUが主語ではない。 3. T0ⅡVe

inthistown が主語。 4. To hlowyourselfが主語。

1. To pley th巳尽ヨme is a lot offun.

2. To stey home isn't 目ood for you.

3. To svvim in this river is dangerous.

4. To be kind to a11isn't easy.

解説 TO~が主語になるので, T0はすべて文頭に補う。また,

分には動詞の原形がくる。 1. Toplaythegameが主語
3. TOSMm inthis dverが主語Stayhome が主

三五
Π口 0

beMndtoaⅡが主語。 be動詞の原形はbe。

P18・19

5



ズバリ
、0

名詞的用法の不定詞4

be動詞のあとのto~は補語にもなるよ0

1. t0 2. P恰y 3. t0 4. do

解説不定詞がbe動詞のあとに続いて補語になり,主語を説明する
形になる。一般に,不定詞をbe動詞のあとに続けて補語にする
ときは,未来に関することを述べるときに使うことが多い0 1で
は教師になることはこれからの未来のこと。 4. n0廿ling を do
の目的語に使って「何も~ない」という言い方にも慣れておこう

1. tobe 2. todrive 3. t0宮0 4. tocome

解説 1. tobeanastronautが補語。 2. todriveabuSが補語

3. togowithyoU が補語。 4. tocomehere が補語

1. 1S your dreem to be a scientist?

2. My job isn't to dance on the staee.

3. My hope is to meetthe person soon.

4. The best vvay is to say nothing.

解説いずれも t0 は動詞(の原形)の前に補う。 1. tobeascientistが
ネ甫言吾。 2. to dance onthe stage 力§補言吾。 3. to meetthe person
Soon 力§ネ甫i吾。 4. to saynothingがネ甫言吾。

P20 ・ 21

themanがhope の目的語0

to be a doctor が補語。

1バリ
い

1.私はほかの人たち〔他人〕にっいて話すのは好きではありません0
2.あなたはきょう夕食を料理したい〔作りたい〕ですか0

3.何時に激しく雨が降り始めましたか。

4.私はあなたのような人と結婚することを希望します絲吉婚で
きればいいなと思います〕。

5.私の夢は大きな都市に住むことです。

6.友だちと(いっしょに)テニスをするのは楽しい0
解説 1.Ⅱketo ~(~するのが好きだ)を否定文に使ったもの0

2. wa11tto ~(~したい)を疑問文に使ったもの0 3. beginto

~(~し始める)を X刃hattimeで始まる疑問文に使ったもの0
hard は「激しく」の意味にも使う。 4. hopeto ~(~すること
を希望する)の文。1ike は「~のような」の意味の前置詞0 5

to live in abig dly はネ甫言吾になっている0 6. To playtennis
With丘iendSが主語になっている。

はとめ】名詞的用法

不定詞のいろいろな使い方!

1. tohelP 2. todance 3. Toeet

解説 1. to helP廿lewomanがWantの目的語0

6

3. Toeattoo much が主語。 4

1. 1 don't[do not] vvant to stey[be] here with you.

2. 1 didn't need to come here yesterday.

3. My job is to fix computers.

4. To master En宮lish isn't[is not] eesy.

解説 1. wa11tto ~を否定文に使ったもの。 be動詞には「いる,ある」

の意味もあるので, stayのかわりに be でもよい0 2. needto
~(~する必要がある)を過去の否定文に使ったもの。 3. t06X

ComputerSが補二吾 4. TomasterEngⅡShが主言吾04. to be

2. to dance with

P22 ・ 23



目的を表す副詞的用法の不定詞1

ズ1ω「~するために」を表す<to+動詞の原形>
、2 」L ゜

1. t0 2. buy 3. t0 4. vvatch

解説目的を表して~するために,~しに」の意味で動詞とつなが

る不定詞の用法が,目的を表す副詞的用法。 1. toseeyoUは

Calne につながる 2. tobuyeggS はWentにつながる。 3. to

beateacher は Study につながる 4. towatchTV は Came に
つながる。

1.野球をするために〔しに〕 2.私と話すために〔話し1こ〕

3.美術を勉強するために〔し1こ〕

4.電子メールを送るために〔送るのに〕 5.(その)試合に勝つために

解説それぞれの不定詞は目的を表して文の動詞につながっている。

1. 1 Vvent to the librery to borrovv a book.

2. dene ceme to Japen to study history.

3. 1 boU昌ht a fish to make sushi.

4. Get up early to finish the vvork.

解説 1.「借りに」→「行った」の関係。 2.「勉強しに」→「来た」。

3.「作るために」→「買った」。 4.除冬えるために」→「起きる」。

P24 ・ 25

/ T0は動詞の原形の前。

「宿題をする」の意味。

1. vvhy do you study so hard?

To be a 目ood d口Ctor.

2. vvhy did you run to the station?

To take the first train.

解説 1.「そんなに」はSO / beはbe動詞の原形で, T0のあと

に続ける 2. runto ~で「~へ走って行く」の意味になる。

/ takeが動詞の原形これをT0のあとに続ける。

原因・理由を表す副詞的用法の不定詞

1 ズバリ感情を表す形容詞にっながる不定詞!
1 、4 P28 ・ 29

1. happy 2. sad 3. surprised 4. sorry

解説原因・理由を表す副詞的用法の不定詞は「~して」の意味で,

おもに感情を表す形容詞とつながる。感情を表す形容詞には

happy, glad, sad, SUゆdsed, sorryなどがある。 1.「見て」

→「うれしかった」 2.「見て」→「悲しかった」 3.「見て」

→「驚いた」 4.「見て」→「残念だった」

3. happyto1. sad to 2. surprisedto

目的を表す副詞的用法の不定詞2

「なぜ?」への答えにも不定詞が使える!ズバリ
、3

7

1. vvhy do / To take 2. vvhy did / To talk

解説 1. Yougotothelaketo ~.の下線部をたずねる疑問文。/

「写真を撮る」は take a picture[pictures]。 2. You came here

to ~.の下線部をたずねる疑問文。/「~と話す」はtalkMth~。

1. vvhy/T0 2. vvhy/TO

解説 1. whyのあとに過去の一般動詞の疑問文の二剖順を続ける。 4. sorryto

P26 ・ 27

2. do one'S(所有格) homework で



1.「悲しい」はSad。 2.「驚いた」はSurpdsedo解説

しい」はhappy。 4.「残念な」はSorryo

1. 1'm very 宮led to see you a宮aln.

2. Are you happy to be vvith me?

3. vvhy vvere you surprised to hear that?
4. He vvas not sad to heer that.

解説 1. glad はhappy とほぼ同じ意味に使う0 2. behappyto
を疑問文に使ったもの。 3. besurpdsedto ~をWhyで始まる
疑問文に使ったもの。 whyのあとは疑問文の語順になる0 4
besadto ~を否定文に使ったもの0

1ハリ
、5

はとめ】副詞的用法

動詞や形容詞につながれ1語"詞的用法!

1. tosee 2. tosee

解説 1.目的を表す副詞的用法。

3.目的を表す副詞的用法。 4

3.「うれ

1.私は科学者になるために一生けんめい勉強します〔しています〕0
2.私はあなたと(いっしょに)ここにいて〔いられて〕うれしいです0 1
3.あなたは私と話すためにここにいるのですか0

4.私は彼女と話せてとてもうれしかった〔幸せでした〕0
5.あなたは彼らを驚かせるためにそこへ行ったのですか0

6.私はその秘密を知って驚きました。

解説 1..3..5.目的を表す副詞的用法。 2.・ 4.' 6.原因'理由

を表す副詞的用法。 5.・6. surpHseは一般動詞で「驚かせる」 1
8

の意味で, besurpdsed で「驚く」の意味0

1. 1 Came here to esk some questions.

2. 1 Vvas happy[目led] t0 目et the nevv information.
3. 1 目ot up early to do my homevvork.

4. 1 Vvas sorry to hear his ansvver.

解説 1.目的を表す副詞的用法「質問するために」→「来た」
2.原因.理由を表す副詞的用法。「入手して」→「うれしい」
3.月的を表す副詞的用法。「するために」→「起きた」
4.原因.理由を表す副詞的用法。「聞いて」→「残念だ」

3. tohear 4. tohear

2.原因・理由を表す副詞的用法。

原因・理由を表す副詞的用法。

1. That's the best vvay to learn Enelish.

2. 1 boU目ht a book to read durin尽 my trゆ.

3. 1 heve no money to buy a cer.

P30 ・ 31

メバリ
1 、6 P32 ・ 33

形容詞的用法の不定詞1

「~するための」「~すべき」の用法もあるよ0

1. tod0 2. toreed 3. tovvrite 4. todo

解説直前の名詞にっながる不定詞を形容詞的用法の不定詞という0
1.不定詞はSomeworkにっながる 2. timeにっながる
3.1etterSにっながる。 4. homeworkにっながる0

1. toread 2. toplay 3. tofinish 4. tohelp
解説 1.「i売む(ための)」→「本」 2.「遊ぶ(ための)」→「時間」

3.除冬えるべき」→「仕事」 4.「助けてくれる(べき,ための)」
→「友人」



4. 1S this the space to vvrite my neme?

解説 1.「学ぶための」→「方法」 2.信売むための」→「本」

3.「買う(ための)」→「お金」 4.「書くための」→「余白」

知って得するコーナー

不定詞に使われる動詞がもともと前置詞をともなっているとき

は,前置詞を不定詞のあとに置く

Ihave no cDs to listen to.(1isten to ~「~を聞く」)

(私には聞くべき CD がありません)

Ihave no house to live in. dive in ~「~に住む」)

(私には住む家がありません)

1.あなたは昼食に何か食べるものを持っていますか。

2.私にはあなたと話す時問がほんの少ししかありません。

3.私はここで何か読むものを買いたい。

ズハリ
口

形容詞的用法の不定詞2

・thin8につながるto ~は形容詞的用法!

1. tod0 2. todrink 3. toeat 4. todo

解説 thingは「こと.もの」の意味。 somethingは肯定文で「何か」,

anything は疑問文で「何か」,否定文で「何も(~ない)」, noth血g
は「何も~ない」の意味であることを確認しておこう。形容詞的用

法の不定詞は,これらの(・)壮lingのあとにくる。

1. nothin宮t0 2. somethin目t0 3. anythin宮to

4. anythin目 to

解説 1.「何も~ない」はn0壮ling。 2.肯定文で「何か」はSomething。

3.否定文で「何も(~ない)」はanything。 4.疑問文で「何か」

は anything。(wouldyou like some杜lhlg to drink?「何か飲みもの

はいかがですか。」のように勧めたり, YeSの答えを期待するときは

Something を使う)

1. 1 need somethin目 to vvear to the party.

2. 1 have nothin尽 to eat for lunch.

3. 1 have a lot of thin目S to buy here.

4. Do you heve anythin宮 to do today?

解説 1.「着るための」→「何か」 2.「食べるための」→「イ可も

ないもの」 3.「買う(べき)」→「たくさんのもの」 4.「す

べき」→「何か」

知って得するコーナー

「何か冷たい飲み物」のように,・thing に形容詞がつく場合は

<・thing +形容詞+ to ~>のi剖順になる。

Iwantsomething cold[hot] to ddnk.

P36 ・ 37

P34 ・ 35

9

(私は何か冷たい〔熱い〕飲み物がほしい)

ズバリ
、B

{まとめ】形容詞的用法

名詞や(・)thin8につながるto ~は形容詞的用法!

1. to read 3. todrink 4. todo2. to play

解説 1. to read は(a) book にっながる。 2. to play は time につ

ながる。 3. to drink は anythingにつながる。 4. to d0 は

nothing につながる。



4.私はそれにっいてすること〔すべきこと〕は何もありません0
5.彼は今食べるものも飲むものも持っていません0
6.私にはきょう終えるべき宿題がたくさんあります0

解説 1. an抽ingが疑問文中に使われていることに注意0 2.儒舌す」
→「時間」と名詞にっながる。 3.肯定文のSomethingは「何か」0
4.否定文の anything は「何も(~ない)」。 5. ddnkの前のto
が省略されてぃる。 toeat,(to) drink ともに nothing にっながる0
6.「終えるべき」→「宿題」と名詞にっながる

1. 1 have tvvo books to read this v、1eek.

2. 1 have[1've] nothin目 to do this a什ernoon.

3. Do you have enythin目 to read novv?
4. 1 don't[do nou heve anything to buy in this store.

解説 1. to read が(two) bookS にっながる。 2. to do (this
afternoon)がnothing にっながる。 3. to read がanything にっ

ながる。 4. anything を使う指定があるので, not~ anythingの
否定文にする。 to buy (inthisstore)が anything にっながる0

1バリ
、9

これは不定詞?

1. B あなたは毎日歩いて学校へ行きます〔徒歩通学です〕か0
2. A あなたは犬を散歩させるのが好きですか0

3. B 彼はその本を(その)子どもたちに読んであげました0
4. A 彼には今週読むべき〔読まなけれぱいけない〕本がたくさ

んあります。

5. B 英語は私たちに(とって)重要です0

6. A 毎日勉強することは重要です0

解説 1.方向や行き先を表す前置詞。 walkto ~で「~へ歩いて行く」0
2.動詞の目的語になる名詞的用法の不定詞。 3.対象を表す前
置詞。この文のreadは過去形。 4.形容詞的用法の小疋詞0
5.対象を表す前置詞。 6.主語になる名詞的用法の不定詞0

tφのあとに名詞・代名詞があれば前置詞!

1. t0 2. t0 3. t0 4. to

解説 1.「~ヘ,~に」の意味で方向や行き先を表す前置詞0 2.「~
するために」の意味の,目的を表す副詞的用法の不定詞0 3.「~
に(とって)は」の意味で対象を表す前置詞。 4.「~して」の,冒、
味の,原因・理由を表す副詞的用法の不定詞

P40 ・ 41

1. vvhy did you come to my house?
2. He ceme here to borrovv a book.

3. The 目ame vvas excitin目 to us.

4. 1Vvas excited to see the 目ame.

解説 1.方向.行き先を表す前置詞のt0 を補う。 2.「~するために」
の意味。目的を表す副詞的用法の不定詞を作るt0を補う0 3.対
象を表す前置詞のt0 を補う。 exci廿ngはふっう人以外が主語に
なる。 4.「~して」の意味。原因・理由を表す副詞的用法の不
定詞を作る t0 を補う。 exdted はふっう人を主語にする0

P38 ・ 39

不定詞の用法の見きわめ1

名詞的用法か副詞的用法力の違いを確認!

1. toheゆ 2. toheゆ 3. topley 4. toplay

解説 1. tohelp ~は Wantの目的語→名詞的用法0 2. tohelp

10



はC如e につながる→目的を表す副詞的用法。 3. toplay~は

ⅡkeS の目的語→名詞的用法。 4. toplay~は Stayed につなが
る→目的を表す副詞的用法。

1. A 2. B 3. A

4. B 5.A 6. B

解説 1.1ikeの目的語になる名詞的用法。 2.目的を表す副詞的用法。

3. W即tの目的語になる名詞的用法。 4.原因・理由を表す副

詞的用法。 5. hopeの目的語になる名詞的用法 6.目的を表

す副詞的用法。

1.ウ 2.工 3.ア 4.オ 5.イ

解説 1.動詞の目的語になる名詞的用法。「私はきょうここにいたくあり

ません」/ウ浮厶はあなたといっしょにそこへ行くことを希望します」

2.主語になる名剥的用法。「サッカーをすることはとても楽しい」/

エ「食べすぎはよくありません」 3.補語になる名訶的用法。「私

の夢は科学者になることです」/ア「私の希望はステージで踊ること

です」 4.目的を表す副詞的用法呼厶はマミに会いにここに来ま

した」/オ「彼は雑誌を買いにそこへ行きました」 5.原因・理由

を表す副詞的用法。「手厶はその知らせを聞いて悲しかった」/イ「あ

なたは彼女に会えてうれしかったですか」

明する形容詞的用法。 3.補語になる名詞的用法。

名詞Workを説明する形容詞的用法。

不定詞の用法の見きわめ2

名詞的用法か形容詞的用法かの違いを確認!

1. B 2. A 3. B

4. A 5. B 6. B

解説 1.疑問文のanythingは「何か」。 2.名詞的用法(補語)。

3. nothingは「何も~ない」。 4.名詞的用法(主i剖。 5.肯定文

のSomething は「何か」 6.否定文のanythingは「何も(~ない)」

不定詞の用法の見きわめ3

副詞的用法か形容詞的用法かの違いを確認!

1. Toeat 2. toeat

解説 1.主語になる名詞的用法。

11

1. tod0 2. tod0 3. tosee 4. tosee

解説 1.目的を表す副詞的用法。 2. nothingを説明する形容詞的

用法 3.原因・理由を表す副詞的用法 4. nothingを説明す

〔D I.イ 2.工 3.ア 4.ウ

〔Ⅱ〕⑧ 2,3,4 ⑥ 1

解説 1.直前の代名詞を説明する形容詞的用法。「手厶は私を助けてく

れる〔手伝ってくれる〕人がだれか必要です」/イ「私にはきょう

何もすることがありません」 2.動詞の目的語になる名詞的用

法。「私はあの人たちを助ける必要があります」/エ「私は被女

と遊ぶのは好きではありません」 3.補語になる名詞的用法。「私

の希望はあなたといっしょにいることです」/ア「私の仕事はピ

アノをひくことです」 4.主語になる名詞的用法。「あなたと

話すのはとても楽しい」/ウ「上手に踊ることはそんなに簡単で

はありません」

P44 ・ 45

tofinish 4. tofinish

直前の代名詞 Something を説

4.直前の

P42 ・ 43

り
2

.
、ズ

3
2



る形容詞的用法。

1. B 2. A 3. B

4. B 5. A 6. A

解説 1.timeを説明する形容詞的用法0

3. thingSを説明する形容詞的用法0
用法。 5.目的を表す副詞的用法。 6

〔D I.ウ 2.イ 3.ア〔Ⅱ〕③ 2,3 ⑥ 1
解説 1.直前の代名詞を説明する形容詞的用法。「私にはあなたし、言

うべきことは何もありません」/ウ呼厶は昼食に食べるものが何
か必要です」 2.原因・理由を表す副詞的用法0「彼はそれを
聞いて驚きましたか」/イ「私はあなたにまた会えてとてもうれ
しい」 3.目的を表す副詞的用法。「私はエミを手伝うためにそ
こへ行きました」/ア「彼は医者になるために一生けんめい勉強
しました」

2.目的を表す副詞的用法。

4. wayを'ι明する形容詞的 1
原因・理由を表す副詞的用法

スハリ
?3

1ハリ1. totalk 2. totalk 3. totalk 4. totalk l 24
解説 1.動詞の目的語になる名詞的用法。 2.目的を表す副詞的用法0 1

3.原因.理由を表す副詞的用法。 4. time を説明する形容詞的
用法。

不定詞の用法の見きわめ4

3種の用法の違いをしっかり確認しよっ

解説 1.原因.理由を表す副詞的用法。 2. umeを説明する形容詞
的用法。 3.目的を表す副詞的用法。 4.動詞の目的語になる
名詞的用法。 5.補語になる名詞的用法。 6.主語になる名詞
的用法。

1 ア 2.力 3.ウ 4.工 5.オ 6.イ
解説 1.動詞の目的語になる名詞的用法。「私は魚、を食べることが好き

ではありません」/ア「私はこの市に住むことを希望します」
2.直前の名詞を説明する形容詞的用法。「私にはきょう書くべき手
紙が何通かあります」/カ「彼には彼を助けてくれる友だちが何人
かいます」 3.補語になる名詞的用法。「私の希望は一日中ここ
にいることです」/ウ「最良の方法は何も言わないことです」
4.目的を表す副詞的用法。「手厶たちはサッカーをするために公園へ

5.原因・行きます」/エ「私たちは本を買いにそこへ行きました」
理由を表す副詞的用法。「私はここにあなたといられてうれしい」/
オ「私はそれを聞いてとても残念でした」 6.主語になる名詞的
用法。「自分自身を知ることは大切です」ノイ「この川で泳ぐことは
危険です」

12

1. Torun 走ることはあなたの健康によい0

P48 ・ 49

P46 ・ 47 動名詞と不定詞の言いかえ1

主語になる動名詞と不定詞の言いかえ0

1. Readin目ノTo read 2. svvimmin目ノTo svvim

解説 1. Reading も Toread も主語になっている0 2. SMmming
も TOSMm も「泳ぐこと」の意味0

B
A

C
A

B
A

1
4

2
5

3
6



2. studyin目熱心に勉強することがあなたには重要です。

3. Tolive この町で暮らすのは簡単ではありません。

解説いずれも文の主語として用いられている。

1. playing th巳尽日me is a lot of fun.

2. To knovv a11is di什icU忙.

3. vvritin目 leせers in En目lish isn't[is nou easy.

解説 2. t0 を使う指定があるので.不定詞の文。 3.1etterSにつら

れて aren't としないように注意。

動名詞と不定詞の言いかえ2

ズバリ 補語になる動名詞と不定詞の言いかえ。

25

1. playin目/ to play 2. takin目/to take

解説 1. Herjob = playing the violin, Her job = to play the

Violin の関イ系。 2. My favorite thing = taking pictures, My

favoHte 仕ling = to take pictureS の関係

1. towr辻e 彼の仕事は小説を書くことです。

2. sin目in尽私の大好きなことはいっしょに歌うことです。

3. toeat 私の悪い癖は食べすぎることです。

解説いずれも文の補語として用いられている。

動名詞と不定詞の言いかえ3

動名詞と不定詞の両方を目的語にとる動詞!

1. My hobby is drivin目(a car).

2. 1S your dr日日m to be a scientist?

3. Her job isn't[is nou teachin目 En目lish.

解説 1. drivlngだけで「車を運転する」の意味を表すことがある。

.

1. a.topley b.playin目 2. a.torain b. rainin民

3. a. t01巳日rn b.1eernin目 4. a. to open

解説 1.~3.1ike, begin, start は動名詞と不定詞のどちらも目的

語にとり,意味もほぼ同じ。 4. tryto ~は「~しようと(努力)

する」。動名詞が目的語になると「試しに~する」の意味になる。

IU'ied openingthe door.ほ幻よ試しにドアを開けてみました)

13

P50 ・ 51

1.私はあなたとテニスをするのが好きです。

2.あなたはいつピアノを習い始めましたか。

3.1時問前に激しく雪が降り始めました。

4.私はあなたと買い物に行くのが好きではありません。

5.彼はドアを開けようとしましたができませんでした,それで

もう一度やってみました。

解説 1.動名訶が動詞の目的語になっている。 2.~5.動詞の目的

語になる名詞的用法の不定詞。

P52 ・ 53

1. vvhat time did you b日目in to practice baseba11?

2. Dld they start running at ei目ht (0'clock)?

3. 1 don't like vvatchin目 TV.

4. Tom tried to eatnatto.

解説 4.「~しようと(努力)する」は tryto ~。



ズバリ
伽

目的語は動名詞か不定詞か1

enjoy, finish, stoPの目的語は動名詞だけ!

2. readin目 3. rainin目1. playin民

説 enjoy,五nish, stoP の目的,吾に to ~の不定詞を使うことはで
きない。動詞を続けるときは必ず動名詞(~ing)にする。

1. vvritin目 2. runnin8 3. vvatching

解説 1.「~し終える」は五nish ~ing。 2.「~するのをやめる」

は Stop ~ing 3.「~して楽しむ」は enjoy~ingo

1. vvhen did it stop snovvin目?

2. Did you enjoy s、Nimming in the sea?

3. 1finished cleaning my room.

解説 1. snoMng は StoP の目的語。 2. swimming は enjoy の目

的語。 3. cleaning は丘nished の目的語。

前置詞のあとは必ず動名詞,セツ

P54 ・ 55

目的語は動名詞か不定詞か?②

P58 ・ 59

3. ca"in唐 4. playin目1.目oin唇 2. svvimmin目

解説 1. Howabout~ing?で「~してはどうですか〔~しませんか〕」。

2. begoodat~ingで「~するのが得意〔上手〕だ」。 SMm は m
を重ねて Swimming。 3. Thankyoufor ~ing.で「~してくれ
てありがとう」。 4. befondof~ing で「~するのが好きだ」。

解説 1.「テレビを見る」はWatchlv。

3. invite は e をとって inviting。 4

1. 1'm not 目ood at speakin目 En目lish.

2. Thenk you for meetin目 me.

3. Hovv about playin唇 th巳目ame t0宮ether?

4. Are you fond ofreadin尽?

解説 1. begoodat~の否定文になる。 4. read だけで「本を読む,
読書する」の意味を表すこともある。

1. vvatchin宮

トで覚えよう。

ズバリ
29

2. run は n を重ねて runnhlg。

take は e をとってねM11g。

目的語は動名詞か不定詞か3

Want, hope, need の目的語は不定詞だけ!

2. runnin宮

1. t0目0 2. tosee 3. tostay 4. toclose

解説 Want, hope, need の目的語に動名詞(~ing)を使うことはで
きない。to ~の不定詞を使う。forgetは動名詞・不定詞のどち

らも使うことができる。「(これから)~することを忘れる」の意

味ではforgetto ~と不定詞を使う。これにっいては「知って得
するコーナー」を参照しよう。

P56 ・ 57

3. inviting

1. tostey 2. toS巳日 3. tocome 4. tovvrite

解説いずれも不定詞を使う。不定詞のt0のあとは必ず動詞の原形。

4. tekin目

1. 1 hope to knovv the truth.

2. You don't need to say anything.

3. Do you vvantto drive the car?

4. Don'tfor目etto ca" me.

14
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解説 1. hopeto ~は「~することを希望する」の意味だが,「~し

たい」という日本語をあてることもある。 2.否定文中の

an血ing は「何も(~ない)」の意味。 3. wa11tto ~を疑問文

に使ったもの。 4. forgetto ~が否定の命令文に使われたもの。
知って得するコーナー

目的語が不定詞と動名詞で意味が異なるもの

廿yto ~(~しようとする.~しようと努める)

Ih'ied to getup early.伊幻よ早く起きょうと<努力>しました)

廿y~ing 《試しに>~してみる)

1壮'ied gettingup early.俳"ま<実際に>早く起きてみました)

forgetto ~(くこれから>~することを忘れる)

Don'tforgetto wtite a le廿erto Emi.

(エミに手紙を書くのを忘れてはいけません〔忘れずに書きなさい〕)

forget~ing (く過去に>~したのを忘れる)

Don'tforgetwri廿ng a le壮erto Emi.

(エミに手紙を書いたのを忘れてはいけません)
はとめ】動名詞と不定詞2

動詞によって動名詞・不定詞を使い分ける!2

1. rainin尽 2. SⅧmmin目 3. tostey 4. tovvrite

解説 1. st叩の目的語は動名詞。 2.前置詞のあとには動名詞。

3. need の目的語は不定詞。 4.「(これから)~することを忘れる」

の意味では, forgetの目的語は不定詞。

1.何時に雪は降りやみましたか。

2.私たちはこの質問に答える必要があります。

3.いつしょにテニスをするのはどうですか〔しませんか〕。

4.窓を全部〔すべての窓を〕閉めるのを忘れてはいけません。

15

はとめ】動名詞と不定詞1

ズバリ 動詞によって動名詞・不定詞を使い分ける!①
30

1. t0目0 2. tosee 3.playin目 4.

解説 1.・ 2. wa11t. hope の目的語は不定詞(to ~)。

丘nishの目的語は動名詞(~in創。

3.あなたは将来何になりたいですか〔なりたいと思っていますか〕。

4.あなたは何時に勉強し終えたのですか。

5.彼らはいつか金持ちになり,そして幸せになることを希望し

ています〔なれれぱいいなと思っています〕。

6.私は今夜あなたと話して本当に楽しかった。

解説 5. someday(いつか,そのうち)は Wa11tto ~や hopeto~の

文によく使われるので覚えておこう。

1.私はその男の人と話したくぁりませんでした。

2.あなた(たち)はどこで野球をして楽しみましたか。

P62 ・ 63

1. vvhen did you finish reading the book?

2. Do you vvant to stay at this hotel?

3. vve enjoyed vvatchin目 the 底ame on TV.

4. 1 hope to be your help.

解説 1.丘nish の目的語は動名詞。 2. wantの目的語は不定詞。

3.印joyの目的語は動名詞。 4. hope の目的語は不定詞。

readin尽

3.・ 4. enjoy,

P60 ・ 61



5.私はチェスをするのがあまり得意〔上手〕ではありません0
6.あなたはきょう夕食を作る〔料理する〕必要はありません0

解説 3. Howabout~ing?で「~するのはどうですか〔~しません
か〕」。 5. notvery~(あまり~ない)の意味にも注意0

1. vvhy did you stop runnin宮?

2. You need to use this dicuonary.

3. Thank you for comin宮 to the perty.

4. Are yoU 合ood at vvritin目 letters?

知って得するコーナー

St叩のあとに続くto~は副詞的用法の不定詞になり,stoP は「立
ち止まる」の意味になる。次の2文を比べてみよう0

IstoppedtalkingM杜IKen.<Stop +動名詞>
(私は健と話すのをやめました)

Istoppedt0仏lkwithK印.<to~は目的を表す副詞的用法>
(私は健と話すために立ち止まりました)
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