
Name英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文①

不定詞の形がわかる。

次の英文の（ ）内に入る，正しいものを選び，記号で答えなさい。

He likes ( eat / eats / to eat ) cakes.（１） ア イ ウ

They ( go / goes / to go ) to elementary school.（２） ア イ ウ

My dream is ( to be / be / are ) a teacher.（３） ア イ ウ

I want something ( drink / drinks / to drink ).（４） ア イ ウ

We came here to ( seeing / see / saw ) you.（５） ア イ ウ

英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文②

不定詞を使った使った文の語順がわかる。

日本文を参考にして（ ）内の語句を並べかえて正しい英文を完成させなさい。文頭に来る語も

小文字で始めています。

（１）彼女は本を読むことが好きだ。

She ( read / to / books / likes ).

She .

（２）私の夢はパイロットになることです。

My dream ( to / a pilot / be / is ).

My dream .

（３）私は彼と遊ぶためのテレビゲームがほしい。

I ( some video games / to / want ) play.

play.Ｉ

（４）彼は映画を観るために東京に行った。

He went to Tokyo ( a movie / to / see ).

He went to Tokyo .

（５）バイオリンを弾くことは難しい。

( play / to / is / the violin ) difficult.

difficult.



英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文③

不定詞を使って，自分の考えや気持ちを表現できる。

次の（１）～（４）について， の質問にあなたの考えを書きなさい。ただし，下線部には不定詞A
を含む３語以上を使って文を完成させなさい。

A : Why do you go to school?（１）

I go to school .B :

A : What do you want to do during winter vacation?（２）

I want .B :

A : What is fun for you?（３）

B : is fun for me.

A : Why do people use computers?（４）

People use computers .B :
（注） コンピュータcomputer

英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文④

場面に応じて不定詞を使って，対話を続けることができる。

次の対話文は，ボブ（ ）と信二（ ）の会話です。会話が続くように （１ （２）に不定Bob Shinji ， ）

詞を使った適切な文を入れなさい。

Bob: Hi, Shinji. What are you doing?
Shinji: Hi, Bob. I'm watching a DVD about the UK because I'm going to visit London this winter.
Bob: Oh, great! Why are you going to go there?

Shinji: .（１）

Bob: Oh, really? So, you practice English hard every day.
Shinji: I also think that English is an important part of my dream, so I must study English.
Bob: What is your dream?

Shinji: .（２）

I try to use English. When you are free, please talk with me in English.
Bob: O.K.

（注） 英国 ロンドン ～もまた ～しようとするthe UK London also try to



＜ 解答 ＞英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文①

【解答】

（１）ウ

（２）ア

（３）ア

（４）ウ

（５）イ

英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文②

【解答】

She ( likes to read books ).（１）

My dream ( is to be a pilot ).（２）

I ( want some video games )to play.（３）

He went to Tokyo ( to see a movie ).（４）

( To play the violin is ) difficult.（５）

英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文③

【解答例】

I go to school to study.（１）

I want to ski during winter vacation.（２）

To speak English is fun for me.（３）

People use computers to play games.（４）

【解説】

１）３語以上であること

２）不定詞を含んでいること

３）多少の綴りミスは可とする

英語２ ユニット１０ 不定詞を使った文④

【解答例】

Bob: Hi, Shinji. What are you doing?
Shinji: Hi, Bob. I'm watching a DVD about the UK because I'm going to visit London this winter.
Bob: Oh, great! Why are you going to go there?
Shinji: I am going there to go sightseeing. / To go sightseeing.（１）

Bob: Oh, really? So, you practice English hard every day.
Shinji: I also think that English is an important part of my dream, so I must study English.
Bob: What is your dream?
Shinji: My dream is to be an English teacher. / To be an English teacher.（２）

I try to use English. When you are free, please talk with me in English.
Bob: O.K.

【条件】

１）不定詞を含んでいること

２）多少の綴りミスや文法の誤りは可とする。


