
 

tell・ask・want＋人＋不定詞（第５文型） 

基本 

１  tell・ask・wantの不定詞  

 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  He told us to eat breakfast every morning. 

     
彼は私たちに毎朝朝食を食べるように言いました。 

  

（２）  I will ask her to sing songs. 

     
私は彼女に歌を歌うように頼むつもりです。 

  

（３）  We want you to join our club. 

     
私たちはあなたに私たちの部に入ってもらいたい。 

 

２  tell・ask・wantの不定詞の英作文  

① 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私の母は私に早く起きるように言います。   

  （  to  /  mother  /  up  /  me  /  tells  /  early  /  my  /  get  /  .  ） 

   

My mother tells me to get up early. 
 

② 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼は私たちにたくさんの本を読むように言いました。 

  
He told us to read many books. 

  

（２） 私は彼に私を手伝ってくれるように頼みました。   

    

I asked him to help me. 
  

（３） 私はあなたに私たちといっしょに来てもらいたい。 

    

I want you to come with us. 

 

３  tell・ask・wantの不定詞の文の書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  He said to us, “Clean the classroom.”           （ tellを用いて同じ内容の文に ） 

     

He told us to clean the classroom. 
   

（２）  She said to me, “Please open the window.”       （ askを用いて同じ内容の文に ） 

     

She asked me to open the window. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  She said to me, “Be quiet.” 

     She    told    me    to       be    quiet. 
  
（２）  He said to us, “Please visit my house.”                           〔入試問題〕 

     He    asked    us    to       visit       his    house. 
  
（３）  He said to me, “Please help me.” 

     He    asked    me    to       help       him    . 
  
（４）  My father said to me, “You must do your homework.” 

     My father    told    me    to       do       my    homework. 
  
（５）  She said to me, “Will you lend me your pencil ?” 

     She    asked    me   to      lend      her     my   pencil.  

 

問題２  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。                 〔入試問題〕 

（１）  （  you  /   why   /   to   /  don’t  /   ask   /  them  ）  join you ?   

        Why don’t you ask them to                                    join you ? 

 

（２）〔対話〕 

  Mother ： Have you finished cleaning your room ? 

   Shinji ： Not yet.  I’m watching a soccer game on TV. 

  Mother ： I  （  you  /  do  /  told  /  to  /  it  ）  before lunch. 

               I told you to do it                                   before lunch. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。           〔入試英作文問題〕 

（１） 私たちはその子どもたちにそれを楽しんでもらいたい。 

     We want the children to enjoy it. 
  

（２） 母は私に医者になってほしいと思っています。 

     My mother wants me to be a doctor. 
  

（３） 私たちは犬に何かするようにしばしば言います。 

     We often tell our dogs to do something. 
  

（４） 私は彼女に宿題を手伝ってくれるように頼むつもりです。     ★人の～を手伝う ＝ help 人 with ～ 

     I will ask her to help me with my homework. 
  

（５） 私は彼にそれらの写真を私に見せてもらいたかった。 

     I wanted him to show me those pictures. 



 

基本 解答 

１  tell・ask・wantの不定詞  

 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  He told us to eat breakfast every morning. 

     
彼は私たちに毎朝朝食を食べるように言いました。 

  

（２）  I will ask her to sing songs. 

     
私は彼女に歌を歌うように頼むつもりです。 

  

（３）  We want you to join our club. 

     
私たちはあなたに私たちの部に入ってもらいたい。 

 

２  tell・ask・wantの不定詞の英作文  

① 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 私の母は私に早く起きるように言います。   

  （  to  /  mother  /  up  /  me  /  tells  /  early  /  my  /  get  /  .  ） 

   

My mother tells me to get up early. 
 

② 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼は私たちにたくさんの本を読むように言いました。 

  
He told us to read many books. 

  

（２） 私は彼に私を手伝ってくれるように頼みました。   

    

I asked him to help me. 
  

（３） 私はあなたに私たちといっしょに来てもらいたい。 

    

I want you to come with us. 

 

３  tell・ask・wantの不定詞の文の書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  He said to us, “Clean the classroom.”           （ tellを用いて同じ内容の文に ） 

     

He told us to clean the classroom. 
   

（２）  She said to me, “Please open the window.”       （ askを用いて同じ内容の文に ） 

     

She asked me to open the window. 



 

発展 解答 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  She said to me, “Be quiet.” 

     She    told    me    to       be    quiet. 
  
（２）  He said to us, “Please visit my house.”                           〔入試問題〕 

     He    asked    us    to       visit       his    house. 
  
（３）  He said to me, “Please help me.” 

     He    asked    me    to       help       him    . 
  
（４）  My father said to me, “You must do your homework.” 

     My father    told    me    to       do       my    homework. 
  
（５）  She said to me, “Will you lend me your pencil ?” 

     She    asked    me   to      lend      her     my   pencil.  

 

問題２  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。                 〔入試問題〕 

（１）  （  you  /   why   /   to   /  don’t  /   ask   /  them  ）join you ?   

        Why don’t you ask them to                                    join you ? 

 

（２）〔対話〕 

  Mother ： Have you finished cleaning your room ? 

   Shinji ： Not yet.  I’m watching a soccer game on TV. 

  Mother ： I  （  you  /  do  /  told  /  to  /  it  ）  before lunch. 

               I told you to do it                                   before lunch. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。           〔入試英作文問題〕 

（１） 私たちはその子どもたちにそれを楽しんでもらいたい。 

     We want the children to enjoy it. 
  

（２） 母は私に医者になってほしいと思っています。 

     My mother wants me to be a doctor. 
  

（３） 私たちは犬に何かするようにしばしば言います。 

     We often tell our dogs to do something. 
  

（４） 私は彼女に宿題を手伝ってくれるように頼むつもりです。     ★人の～を手伝う ＝ help 人 with ～ 

     I will ask her to help me with my homework. 
  

（５） 私は彼にそれらの写真を私に見せてもらいたかった。 

     I wanted him to show me those pictures. 

 


