《英語の女神》No.24
学習 POINT 1

いろいろな文に使われる不定詞

be going to～の文に使われる不定詞

be going to～は、「～するつもりです」という未来形を表す連語ですが、この be going to～の文にも
不定詞がよく使われます。
① I’m going to visit New York to see Bob.
～するつもりです

私はボブに会うためにニューヨ－クを訪問するつもりです。

会うために

② She’s going to begin to learn Chinese.

彼女は中国語を学び始めるつもりです。

習い始める

③ Why are you going to go to America?

あなたはなぜアメリカへ行くつもりですか。

To study English.

英語を勉強するためです。

勉強するために

④ When are you going to start to write a letter?

あなたはいつ手紙を書き始めるつもりですか。

書き始める

⑤ We’re going to stay home to watch TV.

私達はテレビを見るために家にいるつもりです。

見るために

1 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) Why are you going to visit Mike’s house?

To see his mother.

(2) We’re going to start to use this computer tomorrow.

(3) My sister is going to begin to learn English.

(4) Nancy is going to come here to see you.

(5) They’re going to go to the library to study science.

(6) Mika is going to come here to talk with us.

(7) Her brother is going to go to the library to do his homework.
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学習 POINT 2 「～に」＋「～を」の文に使われる不定詞
I gave your sister my bike. という英文を覚えていますか。 give(gave)という一般動詞は、その後に、
「～に」+「～を」という語句が続きます。従って、この英文は「私はあなたの妹に私の自転車をあげま
した。」となります。「～に」+「～を」が後に続く一般動詞は、give 以外に teach(教える)・show(見せる)・
buy(買う)・make(作る)などがあります。これらの動詞を使った文にも不定詞が使われます。
① I like to teach that girl English.

私はあの少女に英語を教えることが好きです。

～することが好きです

② We wanted to show you our school.

私達はあなたに私達の学校を見せたかった。

～したかった

③ Ken went to the shop to buy his mother a cap.

ケンは彼の母に帽子を買うために店へ行きました。

買うために

④ She came to my house to show me her new bag.
見せるために

彼女は私に彼女の新しいかばんを見せるために
私の家に来ました。

2 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) Do you like to teach these students math?

(2) He came here to show us his bike.

(3) I want to give your brother this book.

(4) We started to teach those girls music.

(5) She went to that shop to buy her mother a nice cap.

(6) Do you want to show my sister your favorite bag?

(7) My uncle is going to come to my house to teach us English.
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学習 POINT 3

疑問詞で始まる疑問文に使われる不定詞

① What language do you want to learn?

あなたは何語を学びたいですか。

② What do you want to do?

あなたは何をしたいですか。
「する」という一般動詞

③ When is Akiko going to begin to learn English?

アキコはいつ英語を学び始めるつもりですか。

④ What do you want to be?

あなたは何になりたいですか。

⑤ How many students like to play tennis?

何人の生徒がテニスをすることが好きですか。

⑥ Why do you want to learn English?

あなたはなぜ英語を学びたいのですか。

To be an English teacher.

英語の先生になるためです。

「～になるために」

⑦ What do you want to call that girl?

あなたはあの少女を何と呼びたいですか。

I want to call her Ayu.

私は彼女をアユと呼びたい。

3 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) What did you want to be?

I wanted to be a soccer player.

(2) What subject does Keiko want to study?

She wants to study social studies.

(3) When are you going to begin to help us?

I’m going to begin to help you next week.

(4) What do you want to do?

I want to clean my room.

(5) How many boys like to listen to music?

Twelve boys do.

(6) Why does Ken want to learn French?

To be a French teacher.

(7) What do you want to call my brother?

I want to call him Ben.
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4 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) Why are you going to visit Kyoto?

To see my uncle.

(2) Nancy came here to show us her favorite bag.

(3) What did your sister want to do?

She wanted to watch TV.

(4) When are you going to begin to help them?

We’re going to begin to help them tomorrow.

(5) What do you want to be?

I want to be an English teacher.

(6) Do you want to give her this cap?

(7) Is this a book to give Mike’s sister?

(8) How many students began to study math?

Eleven students did.

(9) What do you want to call me?

I want to call you Ken.

・・・問題以下省略・・・
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次の日本文に合うように、〔
〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) 彼女はフランス語を学び始めるつもりです。
〔 learn / begin / she’s / to / French / going / to 〕.

(2) 私はあなたにこのペンをあげたかった。
〔 pen / I / to / this / you / give / wanted 〕.

(3) あなたは彼らに数学を教えることが好きですか。
〔 to / math / do / them / you / teach / like 〕?
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(4) あなたはなぜ英語を勉強したいのですか。
〔 do / to / English / study / you / why / want 〕?

英語の先生になるためです。
〔 teacher / be / English / to / an 〕.

(5) あなたは何になりたいのですか。
〔 want / be / what / you / to / do 〕?

私は野球選手になりたい。
〔 be / to / player / want / baseball / I / a 〕.

・・・問題以下省略・・・
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次の(

)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。

(1) あなたはなぜカナダを訪問するつもりですか。
(
) are you (
) to (

) Canada?

私のおばに会うためです。
(
) see my aunt.
(2) 何人の生徒がサッカーをすることが好きですか。
(
) many students like (
17 人の生徒が好きです。
Seventeen students (
(3) 私は彼女にこのかばんをあげたい。
I(
)(

).

) give (

(4) あなたは私を何と呼びたいですか。
(
) do you (
私はあなたをベスと呼びたい。
I(
) to (

) play soccer?

) this bag.

)(

) call (

)(

) Beth.

(5) ボブは彼の妹に人形を買うためにあの店へ行きました。
Bob (
) to that shop (
)(
(6) 彼女のおばは中国語を習い始めるつもりです。
Her aunt is (
) to start (

・・・問題以下省略・・・
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)?

)(

) his sister a doll.

) Chinese.

7 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) あなたは何になりたいですか。

私は医者になりたい。

(2) 私はあなたにこのかばんをあげたかった。

(3) あなたはいつ私の妹達に理科を教え始めるつもりですか。

私は今度の水曜日に彼女らに理科を教え始めるつもりです。

(4) Keiko は私達に彼女の一番好きな T シャツを見せるためにここに来ました。

(5) あなたはここで何をしたいですか。

私は宿題をしたい。

(6) 何人の少女がテニスをすることが好きですか。

8 人の少女が好きです。

・・・問題以下省略・・・
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