
不定詞の応用（２） No.1

〈疑問詞+to+動詞の原形〉
【１】次の各文を日本語に直しなさい。
① My mother showed me how to make a Japanese doll.

② She didn’t know what to say at that time.

③Where to open a new shop is the most important question.

④ Please tell me which way to go.

⑤ His father doesn’t know when to leave for Tokyo.

【２】次の各文を英語に直しなさい。
①この少年は、どこで切符を買ったら良いか知りたがっ
ている。

②彼の弟は携帯電話の使い方を知らない。
③あなたはいつその手紙を送ったら良いか知っています
か。

④私達は、どんな本を読んだら良いかについて議論すべ
きだ。

⑤どうぞ私にどこでその本を借りたらよいか教えて下さ
い。

〈動詞+人+to+動詞の原形〉
【３】次の各文を日本語になおしなさい。
① My father told me to get up early every morning.

② Our teacher told us to make a world map.

③ Nancy’s little sister asked me to bring this dog to her house.

④We want you to be the captain of our club.

⑤ Did she ask you to pick her up here?（pick～ up：「～を車に
乗せる」）

【４】次の各文を英語に直しなさい。
①私の母は私にこの Tシャツ（T shirt）を洗うように言っ
た。

②どうぞ彼女に夕食を料理するように頼んで下さい。
③私はあなたにここにもう一度来て欲しい。
④私達はその歌手に古い日本の歌を歌うように頼んだ。

⑤あなたは健二に５時までに駅に行くように言いました
か。

〈It～ to～の文〉
【５】次の各文を、It～ to～の形を使う英語にしなさい。
①彼女にとって、その英語の本を読むことは簡単だった。
②あなたたちにとって、英語を一生懸命勉強することは

とても大切です。
③私達にとって何でも食べることが必要です。
④この男の子にとって、日本語を話すことは少し難しい。
⑤私にとって、数学を勉強することはとても面白い。
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【１】
①私の母は、私に日本人形の作り方を教えてくれた。
②彼女は、そのとき何と言ってよいか分からなかった。
③どこに新しい店を開けば良いかは、一番大切な問題だ。
④どうぞ私にどちらの道を行けばよいか教えて下さい。
⑤彼の父はいつ東京に出発すれば良いか知らない。

【２】
① This boy wants to know where to buy a ticket.

② His brother doesn’t know how to use a cell phone.

③ Do you know when to send the letter?

④We should discuss what book to read.

⑤ Please tell me where to borrow the book.

【３】
①私の父は私に毎朝早く起きるように言った。

②私達の先生は私達に世界地図を作るように言った。
③ナンシーの妹は私にこの犬を彼女の家に連れてくるよ
うに頼んだ。

④私達はあなたに私達のクラブのキャプテンになって欲
しい。

⑤彼女はあなたにここで彼女を車に乗せるように頼みま
したか。

【４】
① My mother told me to wash this T shirt.

② Please ask her to cook dinner.

③ I want you to come here again.

④We asked the singer to sing old Japanese songs.

⑤ Did you tell Kenji to go to the station by five (o’clock)?

【５】
① It was easy for her to read the English book.

② It is very important for you to study English hard.

③ It is necessary for us to eat anything.

④ It is a little difficult for this boy to speak Japanese.

⑤ It is very interesting for me to study math.
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〈too～ to～ / enough to～〉
【６】次の各文を日本語にしなさい。
① The book is too difficult for me to read.

② This book is easy enough for junior high school students to read.

③ This room is too small for us to have a party.

④ Is this sofa soft enough for you to sit on?

⑤ This watch is too expensive for me to buy.

【７】次の日本語を too～ to～、または enough to～を使
って英語にしなさい。

①私は余りに疲れていたので、その仕事を終えることが
出来なかった。

②彼女の兄はとても背が高いので、この上着を着ること
が出来ない。

③このテーブルは十分に大きいので、私達は一緒に夕食
を食べることが出来る。

④このケーキは十分に安いので、私達は買うことが出来
た。

⑤彼女の車は余りに小さいので、私は運転することが出
来ない。

⑥この棒は余りに短いので、私はそれを使うことが出来
ない。

⑦私は余りに腹が立っていたので何も出来なかった。

⑧この紅茶は余りに熱くて飲めない。
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【６】
①その本は余りに難しくて私には読めない。（その本は
私にとって、読むには難し過ぎる。）

②この本はとても易しいので、中学生が読むことが出来
る。（この本は中学生にとって、読むのに十分易し
い。）

③この部屋は余りに小さいので、私達はパーティが出来
ない。（この部屋は、私達にとってパーティをするに
は小さすぎる。）

④このソファは、あなたが座るのに十分柔らかいですか。
⑤この時計は余りに高価なので、私は買えない。（この
時計は私にとって買うには高価すぎる。）

【７】

① I was too tired to finish the work.

② Her brother is too tall to put on this jacket.

③ This table is large enough for us to have dinner together.

④ This cake was cheap enough for us to buy.

⑤ Her car is too small for me to drive.

⑥ This stick is too short for me to use.

⑦ I was too angry to do anything.

⑧ This tea is too hot to drink.


