
不定詞の応用（１） No.1

〈疑問詞+to+動詞の原形〉

【１】次の文を日本文に直しましょ う。

① Do you know how to make sushi?
② I don't know what to do.
③ Takeshi doesn't know which to put on.
④ I don't know when to start.
⑤ Please tell me where to go now.

【２】次の日本文を英文に直しましょう。

①私はさつまいもの料理の仕方を知っています。

②私の母は私にどちらを買ったらいいか教えました。

③私はいつ恵子に電話したらいいかわかりません。

〈動詞+人+to+動詞の原形〉

【３】次の文を日本文に直しましょう。

① I asked my brother to help me.
② Let's ask Tom to join us.
③ He told me to study hard.
④ Did you tell her to clean her room?

⑤ I want him to come to my house next Sunday.

【４】次の日本文を英文に直しましょう。

①私は健にすべてのものを用意するように頼みました。

②彼は私に一緒にテニスをするよう頼みましたか。

③私の父は私に早く起きるように言いました。

④彼に駅に行くように言いなさい。

⑤私は彼に先生になってほしい。

〈It is … for ～ to+動詞の原形〉

【５】次の文を、it を使って同じ内容を表す文に書き換え

て、 日本語に直しましょう。

① To read books is important for you.

② To get up early in the morning is hard for me.

③ To make kumara soup is easy for us.

【６】次の日本文を英文に直しましょう。

①私にとって、ピアノを弾くことは簡単です。

②彼にとって、その宿題をするのはとても難しい。

③私たちにとって、英語を勉強することは重要です。

④有紀にとって、着物を着ることは難しい。

不定詞の応用（１） No.1

【１】

①あなたは寿司の作り方を知っていますか。

②私は何をしていいか分からない。

③健史は、どちらを着たらいいか分からない。

④私は、いつ出発したらいいか分からない。

⑤どうぞ、私に今どこに行けばいいか教えてください。

【２】

① I know how to cook sweet potatoes.
② My mother told me which to buy.
③ I don't know when to call (または phone) Keiko.

【３】

①私は私の兄さんに私を手伝うように頼んだ。

②トムに私達に加わるように頼みましょう。

③彼は私に一生懸命勉強するように言った。

④あなたは彼女に彼女の部屋を掃除するように言いまし

たか。

⑤私は彼に来週の日曜日、私の家に来てもらいたい。

【４】

① I asked Ken to prepare everything.
② Did he ask me to play tennis together?
③ My father told me to get up early.
④ Tell him to go to the station.
⑤ I want him to be (または become) a teacher.

【５】

① It is important for you to read books. あなたにとって、

本を読むことは重要です。

② It is hard for me to get up early in the morning. 私にと

って、朝早く起きることは難しい。

③ It is easy for us to make kumara soup. 私達にとって、

クマラスープを作ることは簡単だ。

【６】

① It is easy for me to play the piano.
② It is very difficult for him to do the homework.
③ It is important for us to study English.
④ It is difficult for Yuki to put on a kimono.


