
 

 

不定詞の副詞的用法（原因） まとめ 

基本 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I am glad to talk with you. 私はあなたと話せてうれしい。 

（２） He was happy to hear the news. 彼はその知らせを聞いてうれしかった。 

 

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） 私たちはあなたに会えてうれしい。 We are  glad（happy）     to      see    you. 

（２） 彼女はその手紙を読んで悲しかった。 She was   sad      to      read    the letter. 

（３） 私はそれを聞いて驚きました。 I was   surprised      to      hear    that. 

 

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。 

 私はプレゼントをもらってうれしかった。 

 （   glad   /   a present   /   I   /   to   /  was  /   get   /  . ） 

 
I was glad to get a present. 

 

④ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は彼に会えてうれしかった。 I was glad（happy） to see him. 

（２） 彼女はその本を読んで悲しかった。 She was sad to read the book. 

（３） 彼はその知らせを聞いて驚きました。 He was surprised to hear the news. 

（４） 私たちはそれを知ってうれしかった。 We were glad（happy） to know that. 

 

⑤ 次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

 She was very happy. （ 「あなたに会えて」という意味を加えて ） 

 
She was very happy to see you. 



 

 

発展 ～余裕の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，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  I bought a new bag and I was happy. 

    
I was happy   to       buy     a new bag. 

  

（２） I saw him, so I was glad. 

     
I was glad   to       see     him. 

  

（３）  Tom heard the news.  He was surprised then. 

     
Tom was surprised   to       hear     the news. 

 

 

問題２  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 （  very happy  /  have  /  she  /  to  /  was  /  new friends  /  .  ） 

 
She was very happy to have new friends. 

 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  私はそれを聞いてとても幸せでした。                  〔東京都入試〕 

    I was very happy to hear that. 
  
（２）  彼女はその知らせを聞いて悲しみました。 

    She was sad to hear the news. 
  
（３）  彼は新しい自転車を持つことができてとても喜んでいます。 

    He is very glad（happy） to have a new bike. 
  
（４）  私はおばと彼女の家族に会えてとてもうれしかった。 

    I was very glad（happy） to see my aunt and her family. 
  
（５）  私はアメリカにいる友達からＥメールをもらってうれしかった。 

    I was glad（happy） to get an e‐mail from my friend in America. 

 



 

 

解答 1 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I am glad to talk with you. 私はあなたと話せてうれしい。 

（２） He was happy to hear the news. 彼はその知らせを聞いてうれしかった。 

 

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） 私たちはあなたに会えてうれしい。 We are  glad（happy）     to      see    you. 

（２） 彼女はその手紙を読んで悲しかった。 She was   sad      to      read    the letter. 

（３） 私はそれを聞いて驚きました。 I was   surprised      to      hear    that. 

 

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。 

 私はプレゼントをもらってうれしかった。 

 （   glad   /   a present   /   I   /   to   /  was  /   get   /  . ） 

 
I was glad to get a present. 

 

④ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は彼に会えてうれしかった。 I was glad（happy） to see him. 

（２） 彼女はその本を読んで悲しかった。 She was sad to read the book. 

（３） 彼はその知らせを聞いて驚きました。 He was surprised to hear the news. 

（４） 私たちはそれを知ってうれしかった。 We were glad（happy） to know that. 

 

⑤ 次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

 She was very happy. （ 「あなたに会えて」という意味を加えて ） 

 
She was very happy to see you. 



 

 

解答 発展 

 

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

（１）  I bought a new bag and I was happy. 

    
I was happy   to      buy    a new bag. 

  

（２） I saw him, so I was glad. 

     
I was glad   to      see    him. 

  
（３）  Tom heard the news.  He was surprised then. 

     
Tom was surprised   to      hear    the news. 

 

問題２  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 （  very happy  /  have  /  she  /  to  /  was  /  new friends  /  .  ） 

 
She was very happy to have new friends. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  私はそれを聞いてとても幸せでした。                  〔東京都入試〕 

    I was very happy to hear that. 
  
（２）  彼女はその知らせを聞いて悲しみました。 

    She was sad to hear the news. 
  
（３）  彼は新しい自転車を持つことができてとても喜んでいます。 

    He is very glad（happy） to have a new bike. 
  
（４）  私はおばと彼女の家族に会えてとてもうれしかった。 

    I was very glad（happy） to see my aunt and her family. 
  
（５）  私はアメリカにいる友達からＥメールをもらってうれしかった。 

    I was glad（happy） to get an e‐mail from my friend in America. 

 

 

 


