
 

 

不定詞（形容詞的用法） まとめ 

基本 

 

１ 不定詞（形容詞的用法） 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） We have time to study. 私たちには勉強する時間があります。 

（２） You have many books to read. あなたは読む本をたくさん持っています。 

 

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） 私たちはする仕事がたくさんあります。 We have a lot of    work      to     do    . 

（２） 日本には訪れる場所がたくさんあります。 Japan has many   places      to     visit    . 

 

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。 

 私はテレビを見る時間がありませんでした。 

 （  watch  /   no   /   I   /  TV  /  to  /  had  /  time  /  . ） 

 
I had no time to watch TV. 

 

④ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はあなたに見せたい写真を持っています。 I have a picture to show you. 

（２） 私はすることがたくさんあります。 I have a lot of things to do. 

（３） 京都には見る場所がたくさんあります。 Kyoto has many places to see. 

 

２ 不定詞（形容詞的用法）の重要表現 

次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私は何か食べ物がほしい。 I want    something      to      eat    . 

（２） 私たちは何か飲み物が必要です。 We need    something      to      drink    . 



 

 

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） He doesn’t have any money.   So he can’t buy the book. 

 
He has no     money       to     buy    the book. 

  
（２） I want some food. 

 
I want something   to     eat    . 

  
（３） I’m free this afternoon. 

 
I have nothing   to     do   this afternoon. 

  
（４） The man didn’t have any food then. 

 
The man had     nothing     to eat then. 

 

問題２  次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） She has a  （  of  /  today  /  to  /   lot   /   things   /   do   ）  . 

 
She has a lot of things to do today . 

  
（２） Please give me  （  to  /  drink  /  cold  /  something  ）  . 

 
Please give me something cold to drink . 

  
（３） Do you have  （   hot   /   to   /   anything   /  drink  ）  ? 

 
Do you have anything hot to drink ? 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 今日，私はすることがたくさんあります。                    〔栃木県入試〕 

 
I have a lot of things to do today. 

  
（２） 彼は何かおもしろい読み物を買いました。 

 
He bought something interesting to read. 

  
（３） あなたは夕食後，何かすることがありますか。 

 
Do you have anything to do after dinner ? 

  
（４） 私は彼らと英語で話す機会がありました。          ＊ 機会  chance 

 
I had a chance to talk with them in English. 

  
（５） 寝る時間ですよ。 

 
It’s time to go to bed. 

  
（６） 私たちはいっしょに昼食をとる時間がありませんでした。 

 
We had no time to have lunch together. 

 
 



 

 

 


