
ステップ J week8《不定詞》 

 

不定詞【to + 動詞の原形】は動詞を含んでいるが、①名詞 ②形容詞 ③副詞 と同じように使われる。 

 

① 「～すること」（名詞的用法） want to ~,  would like to ~,  need to ~ が一般的。 

例 I want to buy a new car.  私は新しい車を買うことを欲する。→ 私は新しい車を買いたい。 

 

今日は何か辛い物が食べたい。   I want to eat something spicy today. 

予約を取り消したいのですが。   I’d like to cancel my reservation. 

3 時までに銀行に行く必要がある。   I need to go to the bank by 3. 

彼女は仕事を辞めることを決意した。  She (has) decided to quit her job. 

そこであなたに会えるといいな。   I hope to see you there. 

彼は時間通りに来ると約束した。   He promised to come on time. 

彼は外国に移住することを計画している。  He is planning to move abroad. 

彼女はその質問に答えることを拒んだ。  She refused to answer that question. 

 

②「～するための、~すべき」（形容詞的用法） to の前に something や物などの名詞がくる。 

例  something to eat. (食べるための何か)何か食べ物 / something to do (するための何か)何かすること 

 

何かお飲み物はいかがですか？   Would you like something to drink? 

今日の夕方は何かやることがありますか？  Do you have something to do this evening? 

パーティーに持っていくためのワインを買わないと。I have to buy some wine to take to the party. 

あなたに伝えるべきことがある。二人だけで話せるかい？I have something to tell you. Can we talk in private? 

何か書くものを貸してくれる？(ペンなど)  Can you lend me something to write with? 

心配することは何もないよ。   There is nothing to worry about. 

君は話し相手を見つけた方がいいと思うよ。 I think you should find someone to talk to (/with). 

(あなたの事を)手伝ってくれる人が必要ですか？ Do you need someone to help you (out)? 

 

③「～するために」（副詞的用法）to の前にある動詞の目的を説明する。 

例 Tom went to the library to study. Tom は勉強するために（勉強しに）図書館へ行った。 

 

私に会う為にここへ来てくれたの？  Did you come here to see me? 

彼女は医者になる為に一生懸命勉強しています。 She is studying hard to be (/become) a doctor. 

ちょっと挨拶しようと思って立ち寄ったんだよ。 I just dropped by to say hello. 

健康でいる為に何をしていますか？  What do you do to stay healthy? 

彼女を幸せにする為に私には何ができるだろう？ What can I do to make her happy? 

その寺に着く為には急な階段を登らないといけない。We have to go up steep steps to get to the temple. 

彼はその子供を助ける為に水の中に飛び込んだ。 He jumped into the water to save the child. 

締め切りに間に合わせる為に徹夜した。  I stayed up all night to make (/meet) the deadline. 

 

☆ 不定詞を含んだ表現 

あなたには幸せになってほしい。   I want you to be happy. 

先に宿題しなさいって言ったよね？  I told you to do your homework first, didn’t I? 

そこに着くのに徒歩でどれくらい時間がかかりますか？How long does it take to get there on foot (/if I walk)? 



① 「～すること」（名詞的用法）  

(＊To 不定詞をとる主な動詞：hope / offer / decide / promise / plan / agree / manage / afford / pretend / refuse / fail など)  

 

彼は私達を援助すると申し出た。   He offered to help us. 

トイレ掃除するって約束したよね？  You promised to clean the bathroom, didn’t you? 

私は時々、授業中にわかったふりをする。  I sometimes pretend to understand in class. 

少女たちはお姫様ごっこをしていた。  The girls were pretending to be princesses. 

何とか彼女と連絡が取れた。   I managed to get in touch with her. 

お手伝いさんを雇える余裕があればなあ。  I wish we could afford to hire a housekeeper. 

彼は故郷を出ていかないことに決めた。  He decided not to leave his hometown. 

 

It … (for) … to 例）It’s difficult (for me) to answer. 答える事が難しい。（それは答えにくいです。） 

正しい行いをするのは簡単ではない。  It’s not easy to do the right thing. 

念のため、傘を持っていった方がいいかもしれないよ。It might be better to take an umbrella, just in case. 

時間通りにそこに着くのは不可能です。  It’s impossible to get there on time. 

君の方が本社へ来てもらうことは可能だろうか？Would it be possible for you to come over to our headquarters? 

 

② 「～するための、～すべき」（形容詞的用法） to の前に something や物などの名詞がくる。 

 

私には失うものは何もない。   I have nothing to lose. 

何か留意点（心に留めておく事）はありますか？ Is there anything to keep in mind (/I should keep in mind)? 

彼には一緒に（ぶらぶら）過ごす友達が必要だ。 He needs a friend to hang out with. 

当時、私には生き甲斐がなかった。  Back then, I had nothing to live for. 

話し相手がいないので寂しい。   I have no one to talk to, so I feel lonely. 

私達はこのプロジェクトの後継者を必要としている。We need someone to take over this project. 

私はそのケーキを食べたいという誘惑に抵抗できなかった。I couldn’t resist the temptation to eat that cake. 

 

③ 「～するために」（副詞的用法）to の前にある動詞の目的を説明する。 

 

彼は何が起きているのか確かめる為に辺りを見回した。He looked around to see what was happening. 

文句を言う為だけにわざわざここまで来たの？ Did you come all the way here just to complain? 

それを実現させる為に何をしなければいけませんか？What should I do to make it happen? 

この計画を遂行する為なら私は何でもします。 I’ll do anything to carry out this plan. 

彼は皆の注意を引くために咳払いをした。  He cleared his throat to get everyone’s attention. 

私はバラの香りをかぐ為に立ち止まっただけです。 I just stopped to smell the roses. 

二酸化炭素排出量を減らす為に私達は何ができますか？What can we do to reduce our carbon footprint? 

 

☆ 不定詞を含んだ表現 

食料品の買い物に行こうか？   Do you want me to go grocery shopping? 

子供達に対してそう甘くなってほしくないわ。 I don’t want you to be so lenient with the kids. 

誰にも言わないでって言ったよね？  I told you not to tell anyone, didn’t I? 

ドアは施錠しないでって言ったでしょ。締め出されたわよ！I told you not to lock the door. I got locked out! 

ここに来るのに 30 分もかからないはずだよ。 It shouldn’t take more than 30 minutes to come (/get) here. 

もう一度やり直すのに決して遅すぎるということはない。It’s never too late to start over. 


