
不定詞のまとめ解説 
 

【基本用法】 

① 名詞的用法「～すること」 

② 副詞的用法「～するために」「～して」 

③ 形容詞的用法「～すべき」 

＜例文＞ 

➀名詞的用法 

I want to be a soccer player. 「私はサッカー選手になりたい。（なることがしたい。）」 

To study English is important. 「英語を勉強することは大事です。」 

②副詞的用法 

I went to the park to play tennis. 「私はテニスをするために公園へ行った。」 

He was sad to read the letter. 「彼はその手紙を読んで悲しくなった。」※ 

 ※原因・理由の副詞的用法「～して」⇒ “主語＋be 動詞＋感情を表す形容詞＋不定詞”の形 

③形容詞的用法 

I want something to drink. 「私は何か飲み物が欲しい。（飲むための何かが欲しい。）」 

She has a lot of things to do. 「彼女はやるべきことがたくさんあります。」 

 

 

【it… (for―) to～ 構文】 

『～することはーにとって…だ。』 

＜例文＞ 

It is exciting for me to watch the movie. 「その映画を見ることは私にとってワクワクする。」 

It was important to write letters. 「手紙を書くことは重要だった。」 

※it は訳さない。 

※for-の部分はない場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 



【疑問詞＋to～】 

how to～ ～の仕方、方法 

what to～ 何を～すべきか（したらいいか） 

where to～ どこで～すべきか（したらいいか） 

when to～ いつ～すべきか（したらいいか） 

which to～ どちらを～すべきか（したらいいか） 

what 名詞 to～ どんな…を～すべきか（したらいいか） 

which 名詞 to～ どちらの…を～すべきか（したらいいか） 

＜例文＞ 

I want to know how to get to the station. 「私は駅への行き方を知りたい。」 

He knew what to do next. 「彼は次に何をすべきか知っていた。」 

She doesn’t know which way to go. 「彼女はどちらの道を行けばいいのか知りません。」 

My father showed me what sports to play. 「私の父は私にどんなスポーツをすればいいのか示した。」 

※「what＋名詞＋to～」や「which＋名詞＋to～」のパターンもある。 

 

 

【want/tell/ask＋人など＋to～】 

want 人 to～  人に～してほしい 

tell 人 to～ 人に～するように言う 

ask 人 to～ 人に～するように頼む 

＜例文＞ 

I want him to play the guitar. 「私は彼にギターを弾いてほしい。」 

My mother told me to study hard. 「私の母は私に一生懸命勉強するように言った。」 

He asked Mike to bring flowers. 「彼はマイクに花を持ってくるように頼んだ。」 

※tell 人 to / ask 人 to は書き換えが可能。 

 ⇒ My mother said to me, “Study hard.” 

 ⇒ He said to Mike, “Please bring flowers.” （ask 人 to～は丁寧な命令文に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【too…to～】 

『～するにはあまりに…すぎる』『あまりにも…なので～できない』 

＜例文＞ 

You are too young to go there. 「あなたは若すぎるのでそこに行くことはできません。」 

＝You are so young that you can’t go there. 

※so…that＋主語＋can’t で書き換え可。 

 

 

【形容詞＋enough to～】 

『～するに十分…』『十分に…なので～することができる』 

＜例文＞ 

He is rich enough to live in a castle. 「彼は城に住むのに十分な金持ちだ。」 

＝He is so rich that he can live in a castle. 

※so…that＋主語＋can で書き換え可。 

 

 

【原形不定詞】 

help＋人など＋動詞原形 人が～するのを手伝う 

make＋人など＋動詞原形 （強制的に）人に～させる 

have＋人など＋動詞原形 人に～してもらう、人に～させる  

let＋人など＋動詞原形 人に～させてやる、人に～するのを許可する 

＜例文＞ 

I helped my mother cook last night. 「私は昨夜、母が料理をするのを手伝いました。」 

She made us help her. 「彼女は私たちに彼女を手伝わせました。」 

I’ll have my son carry these boxes. 「私は息子にこれらの箱を運んでもらうつもりだ。」 

My mother let me go there alone. 「私の母は私を一人でそこへ行かせてくれました。」 


