
 

 

不定詞の副詞的用法（目的） まとめ 

基本 

１ 不定詞（副詞的用法・目的） 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I went there to swim. 私は泳ぐためにそこへ行きました。 

（２） He visited London to study English. 彼は英語を勉強するためにロンドンを訪れました。 

（３） I study hard to be a teacher. 私は先生になるために一生懸命勉強します。 

 

②  次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私たちはあなたを手伝うために来ました。 We came   to      help        you     . 

（２） 彼らは私に会うためにここへ来ました。 They came here   to      see       me    . 

 

③  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。 

 私は本を読むために早く起きました。    （ early  /  read  /  I  /  to  /  books  /  got up  / . ） 

 
I got up early to read books. 

 

④  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はゲームをするためにコンピュータを使います。 

 
I use a computer to play games. 

  

（２） 彼女は英語を勉強するためにアメリカへ行きました。 

 
She went to America to study English. 

 

２ 不定詞（副詞的用法・目的）の対話 

次の対話の Bの受け答えを英語で書きなさい。 

 A： Why did you go to America ? （なぜあなたはアメリカへ行ったのですか。） 

 B： 英語を勉強するためです。 To study English. 

 



 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

 

 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） We go to the park to play softball. （下線部を He にかえて） 

 
He goes to the park to play softball. 

  

（２） I go to the library to study every day. （下線部を yesterday にかえて） 

 
I went to the library to study yesterday. 

  

（３） She went to the park to see flowers. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
Why did she go to the park ? 

 

問題２  次の２つの文を不定詞を用いて１つの文に書きかえるとき，   に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I went to America.  I studied English there. 

 
I went to America    to        study     English. 

  

（２） We went to the airport.  We saw him off.        ＊see ～ off  ～を見送る 

 
We went to the airport    to        see     him off. 

  

（３） Mika bought some stamps.   She sent letters to her friends. 

 
Mika bought some stamps    to        send     letters to her friends. 

 

問題３  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 （   came  /  see  /  she  /   to   /   here  ）   her friend in Tokyo. 

 
She came here to see her friend in Tokyo. 

 

問題４  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 昼食を食べに出かけましょう。 Let’s go out to have（eat） lunch. 

（２） 彼は本を借りに図書館へ行きました。 He went to the library to borrow books. 

（３） 彼女は花を買いに，よくその店に行きます。 She often goes to the store to buy flowers. 

（４） 私は彼女の歌を聴くために新しい CDを買いました。 I bought a new CD to listen to her song. 

 

問題５  次の対話を英語で書きなさい。 

A： あなたは今朝，なぜ早起きをしたのですか。 Why did you get up early this morning ? 

B： 宿題をするためです。 To do my homework. 

 



 

 

解答 1 

１ 不定詞（副詞的用法・目的） 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I went there to swim. 私は泳ぐためにそこへ行きました。 

（２） He visited London to study English. 彼は英語を勉強するためにロンドンを訪れました。 

（３） I study hard to be a teacher. 私は先生になるために一生懸命勉強します。 

 

②  次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私たちはあなたを手伝うために来ました。 We came   to      help        you     . 

（２） 彼らは私に会うためにここへ来ました。 They came here   to      see       me    . 

 

③  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。 

 私は本を読むために早く起きました。    （ early  /  read  /  I  /  to  /  books  /  got up  / . ） 

 
I got up early to read books. 

 

④  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はゲームをするためにコンピュータを使います。 

 
I use a computer to play games. 

  

（２） 彼女は英語を勉強するためにアメリカへ行きました。 

 
She went to America to study English. 

 

２ 不定詞（副詞的用法・目的）の対話 

次の対話の Bの受け答えを英語で書きなさい。 

 A： Why did you go to America ? （なぜあなたはアメリカへ行ったのですか。） 

 B： 英語を勉強するためです。 To study English. 

 



 

 

解答 発展 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） We go to the park to play softball. （下線部を He にかえて） 

 
He goes to the park to play softball. 

  

（２） I go to the library to study every day. （下線部を yesterday にかえて） 

 
I went to the library to study yesterday. 

  

（３） She went to the park to see flowers. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
Why did she go to the park ? 

 

問題２  次の２つの文を不定詞を用いて１つの文に書きかえるとき，   に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I went to America.  I studied English there. 

 
I went to America   to       study     English. 

  

（２） We went to the airport.  We saw him off.        ＊see ～ off  ～を見送る 

 
We went to the airport   to       see     him off. 

  

（３） Mika bought some stamps.   She sent letters to her friends. 

 
Mika bought some stamps   to       send     letters to her friends. 

 

問題３  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 （   came  /  see  /  she  /   to   /   here  ）   her friend in Tokyo. 

 
She came here to see her friend in Tokyo. 

 

問題４  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 昼食を食べに出かけましょう。 Let’s go out to have（eat） lunch. 

（２） 彼は本を借りに図書館へ行きました。 He went to the library to borrow books. 

（３） 彼女は花を買いに，よくその店に行きます。 She often goes to the store to buy flowers. 

（４） 私は彼女の歌を聴くために新しい CDを買いました。 I bought a new CD to listen to her song. 

 

問題５  次の対話を英語で書きなさい。 

A： あなたは今朝，なぜ早起きをしたのですか。 Why did you get up early this morning ? 

B： 宿題をするためです。 To do my homework. 

 

 


