
中学英文法総復習⑭ 

 

【不定詞応用】 

★ポイント 

【不定詞応用】 

・疑問詞+不定詞 

how to → 「…のやり方」 

＊Please tell me how to use this computer. → 「このコンピュータの使い方を教えて

ください」 

what to → 「何を…すべきか」 

＊I don’t know what to do. → 「何をすべきかわかりません」 

where to → 「どこで…すべきか」 

＊I don’t know where to cook dinner. → 「私はどこで料理すべきかわかりません」 

when to → 「いつ…すべきか」 

＊Please tell me when to start. → 「いつ始めるべきか教えて下さい」 

which to → 「どちらを…すべきか」 

＊I can’t decide which book to read. → 「私はどちらの本を読むべきか決められませ

ん」 

 

・ask … to など 

ask … to → 「…に～するように頼む」 

＊I will ask him to help my mother. → 「私は彼に母を手伝うように頼む」 

want … to → 「…に～してほしい」 

＊I want him to be a kind person. → 「私は彼に親切な人になってほしい」 

tell … to → 「…に～するように言う」 

＊I will tell her to stop talking. → 「私は彼女に話すのをやめるように言います」 

不定詞の否定は toの前に not を入れます。 

＊I told him not to open the door. → 「私は彼にドアを開けないようにいった」 

＊I didn’t tell him to open the door. → 「私は彼にドアを開けるように言っていな

い」 

 

 

 



・It … (for 人/物) to 

It … (for 人/物) to → 「人/物にとって～することは…だ」 

＊It is important for you to study English. 

→「あなたにとって英語を勉強することは大切です」 

この Itは「それ」ではなく、to以下を指しています。 

この Itを「形式主語」と言います。 

 

・too … to ～ 

too … to ～ → 「～するには…過ぎる」 

＊It is too difficult for me to answer this question. 

→「この質問に答えることは私にとって難しすぎる」 

「あまりに難しすぎて答えることができない」ということです。 

so … that で言いかえることができます。 

→It is so difficult that I can’t answer this question. 

 

・enough to 

「～するには十分…」 

＊He is kind enough to help me. → 「彼は親切にも私を手伝います」 

「彼は私を手伝うには十分親切だ」ということです。 

 

★不定詞応用 100 本ノック 

 

1. 私たちにとって本を読むことは大切だ。 

It is important for us to read books. 

 

2. その男は疲れすぎて働けなかった。 

The man was too tired to work. 

 

3. 私の母は私に早く起きるよう言う。 

My mother tells me to get up early. 

 

4. 私はケンに窓を開けるように頼んだ。 

I asked Ken to open the window. 

 

 



5. 私は彼女にこの歌を歌ってもらいたい。 

I want her to sing this song. 

 

6. 私はユミに宿題を手伝ってくれるよう頼んだ。 

I asked Yumi to help me with my homework. 

 

7. このカバンは重すぎて運ぶことができない。 

This bag is too heavy to carry. 

 

8. 彼は私に窓を開けて欲しかった。 

He wanted me to open the window. 

 

9. 車を運転することは私にとって難しいです。 

It is difficult for me to drive a car. 

 

10. 私は彼に傘を持ってくるように言った。 

I told him to bring his umbrella. 

 

11. この宿題は多すぎて今日には終わらない。 

This homework is too much to finish today. 

 

12. 私はあなたにボールを拾ってくれるよう頼んだ。 

I asked you to pick up the ball. 

 

13. 私はどこに行ったらいいかわかりません。 

I don’t know where to go. 

 

14. あなたはこのコンピュータの使い方を知っていますか？ 

Do you know how to use this computer? 

 

15. 彼は速く話しすぎて私には理解できません。 

He talks too fast for me to understand. 

 

16. 彼女は私に後で電話するよう頼んだ。 

She asked me to call her later. 

 



17. あなたを手伝うには忙しすぎる。 

I am too busy to help you. 

 

18. 彼にとって野球の試合をみることは面白い。 

It is interesting for him to watch baseball game. 

 

19. あなたは私に手伝ってほしいですか？ 

Do you want me to help you? 

 

20. 彼は私に窓を開けないように言った。 

He told me not to open the window. 

 

21. 私にとってその川を泳ぐことは難しい。 

It is difficult for me to swim in the river. 

 

22. 彼はその車を買えるほど裕福です。 

He is rich enough to buy the car. 

 

23. 彼女は、彼にそこへ行くように言いました。 

She told him to go there. 

 

24. 彼女にとって英語の本を読むことは面白い。 

It is interesting for her to read English books. 

 

25. この本は難しすぎて私には読めません。 

This book is too difficult for me to read. 

 

26. 私は、あなたにこの本を読んでほしい。 

I want you to read this book. 

 

27. そのゲームをするのは簡単です。 

It is easy to play the game. 

 

28. このカバンは重すぎてエミは運ぶことができません。 

This bag is too heavy for Emi to carry. 

 



29. このＴシャツは私にとって小さすぎて切ることができません。 

This T-shirt is too small for me to wear. 

 

30. 私は兄に英語を教えてくれるように頼みました。 

I asked my brother to teach me English. 

 

31. 私の母にとってこの車を運転することはとても難しい。 

It is very difficult for my mother to drive this car. 

 

32. 父は私にその箱をテーブルの上に置くように頼みました。 

My father asked me to put the box on the table. 

 

33. このカメラを使うのは簡単ですか？ 

Is it easy to use this camera? 

 

34. （私たちにとって）寒すぎて泳ぐことができなかった。 

It was too cold for us to swim. 

 

35. あなたは私に練習するようにいった。 

You told me to practice. 

 

36. 私は疲れすぎて歩けなかった。 

I was too tired to walk. 

 

37. あなたは親切にも私といっしょに来てくれました。 

You were kind enough to come with us. 

 

38. 彼の家を見つけるのは簡単でした。 

It was easy to find his house. 

 

39. 暑すぎて私は眠れませんでした。 

It was too hot for me to sleep. 

 

40. 彼は息子たちにあげるために十分におもちゃを買った。 

He bought enough toys to give his sons. 

 



41. 私の父は忙しすぎて、テレビを見ることができない。 

My father is too busy to watch TV. 

 

42. 私のことを（あなたに）信じて欲しい。 

I want you to trust me. 

 

43. 彼女は忙しすぎて昼食をとれませんでした。 

She was too busy to have lunch. 

 

44. 私は娘にその箱を触らないようにと言いました。 

I told my daughter not to touch the box. 

 

45. 問題はいつ始めるべきかだ。 

The problem is when to start. 

 

46. 私は英語の勉強の仕方を話しているところです。 

I am talking about how to study English. 

 

47. 彼はひとりで暮らすには十分な年齢です。 

He is old enough to live alone. 

 

48. 彼はアメリカ人と話すには十分に英語を学習した。 

He learned English hard enough to talk with an American. 

 

49. あなたはこれをどうやってこれを使うかわかりますか？ 

Do you know how to use this? 

 

50. 私はあなたに行ってほしくない。 

I don’t want you to go. 

 

51. あなたはどこでチケットを買うかわかりますか？ 

Do you know where to buy tickets? 

 

52. 彼は富士山を登るには年をとりすぎている。 

He is too old to climb Mt. Fuji. 

 



53. 私はユウコに授業中に眠らないようにと言いました。 

I told Yuko not to sleep. 

 

54. 彼はもう一台のバイクを買うのにじゅうぶんなお金を持っている。 

He has enough money to get another motorcycle. 

 

55. 重要なポイントは何をするべきかです。 

The important point is what to do. 

 

56. ライオンは人と暮らせないほどに危険だ。 

A lion is too dangerous to live with people. 

 

57. 彼女は結婚するには若すぎる。 

She is too young to get married. 

 

58. 私は中国語の勉強の仕方がわかりません。 

I don’t know how to study Chinese. 

 

59. 次に何をすべきか教えていただけますか？ 

Would you tell me what to do next? 

 

60. 異なる国出身の人たちと話すことは私にとって面白いです。 

It is interesting to talk with people from different countries. 

 

61. 私の母は私にその門で彼を待っているように言った。 

My mother told me to wait for him at the gate. 

 

62. マイコは仕事が忙しすぎて（彼女の）友達に会うことができません。 

Maiko is too busy with her work to meet her friends. 

 

63. ジョンはあの高価な車が買えるほど裕福だ。 

John is enough rich to buy that expensive car. 

 

64. その動物園でたくさんの動物を見ること楽しい。 

It is fun to watch many animals in the zoo. 

 



65. このイスは（私にとって）重すぎて運ぶことができません。 

This chair is too heavy for me to carry. 

 

66. このコンピュータは私が買うのに十分安いです。 

This computer is cheap enough for me to buy. 

 

67. あなたにとって英熟語（English idioms）を学習することは大切だ。 

It is important for you to learn English idioms. 

 

68. 彼らは間問かうどこへ行くか知るでしょう。 

They will know where to go soon. 

 

69. 明日までに、宿題を終えるのは難しい。 

It is hard to finish my homework by tomorrow. 

 

70. 私たちにあなたの娘を世話してほしいのですか？ 

Do you want us to take care of your daughter? 

 

71. 私はその時、なんと言っていいのかわかりませんでした。 

I didn’t know what to say then. 

 

72. この本は難しすぎて私には理解できません。 

This book is too difficult for me to understand. 

 

73. 彼女に（彼女の）部屋を掃除するようにお願いしてくれますか？ 

Can you ask her to clean up her room? 

 

74. 私はどちらを買うか決めなければいけません。 

I have to decide which to buy. 

 

75. この映画は、もう一度見てしまうほどよかったです。 

This movie was good enough to watch again. 

 

76. 私の母は私に先生になってもらいたいのです。 

My mother wants me to be a teacher. 

 



77. トムにとって一人でその駅に行くことは難しい。 

It is difficult for Tom to go to the station alone. 

 

78. いつ歌い始めればいいか教えて下さい。 

Please tell me when to start singing. 

 

79. 彼女は、空港まで送ってくれる親切な人だった。 

She was kind enough to drive us to the airport. 

 

80. 私に贈り物を買わないでいいって（あなたに）言いました。 

I told you not to buy a gift for me. 

 

81. あなたはインターネットの使い方を習いましたか？ 

Did you learn how to use the Internet? 

 

82. 子どもはそんな場所に行くのはよくない。 

It is not good for children to go such a place. 

 

83. 何時に出かければいいか教えて下さい。 

Please tell me what time to leave. 

 

84. 私の弟にとって自転車に乗ることは難しいに違いない。 

It must be difficult for my brother to ride a bike. 

 

85. 彼は私にここに来るように頼んだ。 

He asked me to come here. 

 

86. このコーヒーは熱すぎて飲めない。 

This coffee is too hot to drink. 

 

87. 一緒に歌を歌うのはとても楽しかった。 

It was a lot of fun to sing songs together. 

 

88. その地図を私に見せて欲しいです。 

I want you to show me the map. 

 



89. この食べ物は私にとっておいしすぎて食べるのをやめることができない。 

This food is too delicious for me to stop eating. 

 

90. コーチは（彼の）チームに絶対にあきらめるなと言いました。 

The coach told his team never to give up. 

 

91. 彼女は卵をいくつ買えばいいかわからなかった。 

She didn’t know how many eggs to buy. 

 

92. 彼が上手にテニスができることを知って驚きです。 

It is surprising to know that he can play tennis well. 

 

93. 私は次に何を作ればいいかわからない。 

I don’t know what to make next. 

 

94. 彼は親切にも車を買うためのお金を私に貸してくれた。 

He was kind enough to lend me the money to buy a car. 

 

95. 寒すぎて外出できない。 

It is too cold to go out. 

 

96. 私はあなたにその映画を見てもらいたい。 

I want you to see the movie. 

 

97. 冬にスキーをすることはとても楽しい。 

It is a lot of fun to ski in winter. 

 

98. どの道に行けばいいか教えて下さい。 

Please tell me which way to go. 

 

99. 私は母に何か飲み物をくれるように頼んだ。 

I asked my mother to give me something to drink. 

 

100. 私たちがその駅まで歩いていくことは不可能だ。 

It is impossible for us to walk to the station. 


