
 

 

不定詞の名詞的用法 まとめ 

基本 1 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） To swim is fun. 泳ぐことは楽しい。 

（２） To play soccer is a lot of fun. サッカーをすることはとても楽しい。 

（３） My dream is to be a singer. 私の夢は歌手になることです。 

（４） I like to see flowers. 私は花を見ることが好きです。 

 

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） 英語を勉強することは楽しい。   To      study        English     is fun. 

（２） 私の夢は音楽家になることです。 My dream is   to     be   a musician. 

（３） 私は写真をとることが好きです。 I like   to       take     pictures. 

（４） 彼の夢は野球選手になることです。  

 His dream is   to     be     a       baseball        player    . 

 

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。 

（１） 公園で歩くことは楽しい。 （   walk  /  is  /  to  /  fun  /  in the park  / . ） 

 To walk in the park is fun. 
  

（２） 歌を歌うことはとても楽しい。 （   to  /  songs  /  fun  /  is  /  sing  /  a lot of  / . ） 

 
To sing songs is a lot of fun. 

  

（３） 私の夢はパイロットになることです。 （  is  /  be  /  my  /  a pilot  /  dream  /  to  / . ） 

 My dream is to be a pilot. 

 

④  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） テニスをすることは楽しい。 To play tennis is fun. 

（２） 英語を勉強することはとても楽しい。 To study English is a lot of fun. 

（３） 私の夢は先生になることです。 My dream is to be a teacher. 

 

 

 

 



 

 

基本 2 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I like to sing songs. 私は歌を歌うのが好きです。 

（２） I want to ski in Canada. 私はカナダでスキーをしたい。 

（３） I want to be a teacher. 私は先生になりたい。 

 

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） 私たちはテレビを見るのが好きです。 We    like      to      watch    TV. 

（２） 私はアメリカで英語を勉強したい。 I   want      to     study    English in America. 

（３） 私は看護師になりたい。 I    want      to     be   a nurse. 

 

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。 

（１） 私は野球をするのが好きです。 （  play  /  like  /  to  /  I  /  baseball  / . ） 

 I like to play baseball. 
  

（２） 私はロンドンを訪れたい。 （   to  /  I  /  London  /  visit  /  want  / . ） 

 I want to visit London. 
  

（３） 私はピアニストになりたい。 （  a pianist  /  want  /  be  /  I  /  to  / . ） 

 I want to be a pianist. 

 

④ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は本を読むのが好きです。 I like to read books. 

（２） 私はサッカーをしたい。 I want to play soccer. 

（３） 私は英語の先生になりたい。 I want to be an English teacher. 

 

⑤ 次の英文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He runs in the park. （「～するのが好きだ」という意味の文に） 

 He likes to run in the park. 
  

（２） She plays the piano. （「～したい」という意味の文に） 

 
She wants to play the piano. 

  

（３） My brother is a doctor. （「～になりたい」という意味の文に） 

 My brother wants to be a doctor. 

 



 

 

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 like to play golf. （下線部を He にかえて）         ＊golf ゴルフ 

 
He likes to play golf. 

  

（２） My sister wrote a poem. （「～したかった」という意味の文に）  ＊poem 詩 

 
My sister wanted to write a poem. 

  

（３） He ran with his friends. （「～し始めた」という意味の文に） 

 
He began（started） to run with his friends. 

  

（４） She began to learn English last year. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
When did she begin to learn English ? 

  

 

問題２  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） She wants to be a writer.             ＊writer 作家 

    Her     dream     is to be a writer. 

（２）  My sister started to learn English. 

     My sister     began     to learn English. 

（３） His hobby is to take pictures.        ＊hobby 趣味          

     He     likes     to take pictures. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 友達と野球をすることはとても楽しい。 

 
To play baseball with my friends is a lot of fun. 

  

（２） 私の妹は音楽を聴くのが好きです。 

 
My sister likes to listen to music. 

  

（３） あなたは次の日曜日に何をしたいですか。 

 
What do you want to do next Sunday ? 

  

（４） あなたは将来，何になりたいですか。 

 
What do you want to be in the future ? 

  

（５） 私は彼のようなサッカー選手になりたい。 

 
I want to be a soccer player like him. 

  

（６） ちょうどそのとき，雨が降り始めました。          ＊ちょうどそのとき  just then 

 
It began（started） to rain just then. 

  

 



 

 

解答 1 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） To swim is fun. 泳ぐことは楽しい。 

（２） To play soccer is a lot of fun. サッカーをすることはとても楽しい。 

（３） My dream is to be a singer. 私の夢は歌手になることです。 

（４） I like to see flowers. 私は花を見ることが好きです。 

 

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） 英語を勉強することは楽しい。   To      study        English     is fun. 

（２） 私の夢は音楽家になることです。 My dream is   to     be   a musician. 

（３） 私は写真をとることが好きです。 I like   to       take     pictures. 

（４） 彼の夢は野球選手になることです。  

 His dream is   to     be     a       baseball        player    . 

 

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。 

（１） 公園で歩くことは楽しい。 （   walk  /  is  /  to  /  fun  /  in the park  / . ） 

 To walk in the park is fun. 
  

（２） 歌を歌うことはとても楽しい。 （   to  /  songs  /  fun  /  is  /  sing  /  a lot of  / . ） 

 
To sing songs is a lot of fun. 

  

（３） 私の夢はパイロットになることです。 （  is  /  be  /  my  /  a pilot  /  dream  /  to  / . ） 

 My dream is to be a pilot. 

 

④  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） テニスをすることは楽しい。 To play tennis is fun. 

（２） 英語を勉強することはとても楽しい。 To study English is a lot of fun. 

（３） 私の夢は先生になることです。 My dream is to be a teacher. 



 

 

解答 2 
 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） I like to sing songs. 私は歌を歌うのが好きです。 

（２） I want to ski in Canada. 私はカナダでスキーをしたい。 

（３） I want to be a teacher. 私は先生になりたい。 

 

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） 私たちはテレビを見るのが好きです。 We    like      to      watch    TV. 

（２） 私はアメリカで英語を勉強したい。 I   want      to     study    English in America. 

（３） 私は看護師になりたい。 I    want      to     be   a nurse. 

 

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。 

（１） 私は野球をするのが好きです。 （  play  /  like  /  to  /  I  /  baseball  / . ） 

 I like to play baseball. 
  

（２） 私はロンドンを訪れたい。 （   to  /  I  /  London  /  visit  /  want  / . ） 

 
I want to visit London. 

  

（３） 私はピアニストになりたい。 （  a pianist  /  want  /  be  /  I  /  to  / . ） 

 I want to be a pianist. 

 

④ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私は本を読むのが好きです。 I like to read books. 

（２） 私はサッカーをしたい。 I want to play soccer. 

（３） 私は英語の先生になりたい。 I want to be an English teacher. 

 

⑤ 次の英文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He runs in the park. （「～するのが好きだ」という意味の文に） 

 
He likes to run in the park. 

  

（２） She plays the piano. （「～したい」という意味の文に） 

 She wants to play the piano. 
  

（３） My brother is a doctor. （「～になりたい」という意味の文に） 

 
My brother wants to be a doctor. 



 

 

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 like to play golf. （下線部を He にかえて）         ＊golf ゴルフ 

 
He likes to play golf. 

  

（２） My sister wrote a poem. （「～したかった」という意味の文に）  ＊poem 詩 

 
My sister wanted to write a poem. 

  

（３） He ran with his friends. （「～し始めた」という意味の文に） 

 
He began（started） to run with his friends. 

  

（４） She began to learn English last year. （下線部をたずねる疑問文に） 

 
When did she begin to learn English ? 

  

 

問題２  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） She wants to be a writer.             ＊writer 作家 

    Her     dream     is to be a writer. 

（２）  My sister started to learn English. 

     My sister     began     to learn English. 

（３） His hobby is to take pictures.        ＊hobby 趣味          

     He     likes     to take pictures. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 友達と野球をすることはとても楽しい。 

 
To play baseball with my friends is a lot of fun. 

  

（２） 私の妹は音楽を聴くのが好きです。 

 
My sister likes to listen to music. 

  

（３） あなたは次の日曜日に何をしたいですか。 

 
What do you want to do next Sunday ? 

  

（４） あなたは将来，何になりたいですか。 

 
What do you want to be in the future ? 

  

（５） 私は彼のようなサッカー選手になりたい。 

 
I want to be a soccer player like him. 

  

（６） ちょうどそのとき，雨が降り始めました。          ＊ちょうどそのとき  just then 

 
It began（started） to rain just then. 

  

 

 


