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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第8級
①　不定詞の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　不定詞の作り方 [文法] ‥‥ 5 ~ 6

③　不定詞の名詞的・副詞的・形容詞的用法 [学習] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　不定詞の名詞的用法　肯定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　不定詞の名詞的用法　否定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　不定詞の名詞的用法　疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　不定詞の名詞的用法　疑問詞を使った疑問文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　be able tõの用法　現在形 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　have(has) to ̃の用法 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　不定詞の名詞的用法　主語としての用法 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　不定詞の副詞的用法　肯定文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　不定詞の副詞的用法　疑問文　　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　不定詞の形容詞的用法　肯定文 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　不定詞の形容詞的用法　否定文 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　不定詞の形容詞的用法　疑問文 [語順] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。

Copyright (c) by Nakajima Taichiro  
First Edition 1989   Second Edition 2001 Third Edition 2009
【ご注意】当教材は個人使用に限り、コピーを許可しています。

塾や学校及びグループで使用される場合は、必ず当研究会の許可を得てください。

もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　2年8級で登場する単語 　

【名詞など】

□□何か something　[エニすィング]　 □□失う lose　[るーズ]

□□自転車 bike 　[バイク]　 < lost　[ろスト]

□□機会 chance　[チァンス]　 　 □□必要とする need　[ニード]

□□フランス語 French 　[フレンチ]　 < needed　[ニーディド]

□□楽しいこと fun　[ファン] □□描く paint　[ペイント]

□□体育館 gym　[ヂム] 　 < painted　[ペインテイド]

□□趣味 hobby　[ハビー] □□会う・見える see　[スィー]

□□病院 hospital　[ハスピタる] 　 < saw　[ソウ]

□□夫 husband　[ハズバンド] 　 □□(写真を)撮る take　[テイク]

□□数学 math　[マす] 　 < took　[トゥック]

□□ミルク milk　[ミるク] □□(~と)話す talk　[トーク]

□□お金 money　[マニ] 　 < talked　[トークト]

□□必要 need　[ニード] □□訪問する visit　[ピィズィット]

□□何もない nothing　[ナすィング] 　 < visited 　[ピィズィッテイ

ド]

□□絵・写真 picture　[ピクチャ] 　 □□欲する want　[ワント]

□□場所  place　[ぷれイス]　 < wanted　[ワンテイド]

□□選手 player　[ぷれイア] □□無駄にする waste　[ウエスト]

□□海 sea　[スィー] 　 < wasted　[ウエステイド]

□□切手 stamp　[スタぁンプ] □□働く work　[ワーク]

□□こと thing　[すィング] 　 < worked　[ワークト]

□□バイオリン violin　[バイオりン] 　 【形容詞など】

□□水 water　[ウオータ] □□可能な able　[エイブる]

□□仕事 work 　[ワ~ク]　 □□むずかしい difficult　[ディフィカるト]

□□簡単だ easy　[イーズィ]

【動詞など】  　 □□毎~ every　[エブリ]

□□始める begin 　[ビギン] 　 □□ほとんどゼロの(数) few　[フュー]

 < began　[ビギぁン] 　 □□よい good　[グッド]

□□信じる believe 　[ビりーブド] □□健康的な healthy　[ヘるスィ]

 < believed　[ビりーブド]　 □□多くの many　[メニ]

□□料理する cook 　[クック] □□いくらかの some　[サム]

< cook 　[クックト] □□どんな・何の what　[(ホ)ワット]

□□飲む drink 　[ドゥリンク] 　

< drank 　[ドゥランク]　 【副詞など】

□□与える give 　[ギブ] □□いっしょに together　 [トゥゲざ]

< gave　[ゲイブ] 　 □□ゆっくり slowly　[スろウリ]

□□ジョギングする jog 　[ジョグ]
< jogged　[ジョグド]
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課題　不定詞の用法 (原形動詞フレーズとは)　 　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第８級 ①

アィ　ウォント　トゥ　プれィ　　ざ　　　ピアノウ

【基本文】  I want to play the piano.
私はピアノをひきたい

[１]　動詞のフレーズを名詞のように使う(不定詞の名詞的用法)

動詞を名詞のように使えたらどんなに便利でしょう。私たちの日本語にも、動詞を名詞のように
使う表現法があります。
例えば、つぎは動詞を名詞のようにつかう場合があります。

動詞 名詞
におう(u) におい(i)
はかる(u) はかり(i)
楽しむ(u) 楽しみ(i)

文例
この花は甘くにおう 「におう」は動詞
この花のにおいは甘い 「におい」は名詞

あるいは、つぎのように「こと」ということばをつけて動詞を名詞のようにつかう場合もありま
す。

動詞 名詞
言う(u) 言うこと(i)
聞く(u) 聞くこと(i)
いる(u) いること(i)

文例
私はラジオを聞く 「聞く」は動詞
ラジオを聞くことはたのしい 「聞くこと」は名詞(名詞+形式名詞)

英語も日本語と同じように、動詞を名詞化して表現を豊かにする表現があります。
この場合、原形の動詞フレーズがそれにあたります。
例えば、play tennisという動詞フレーズは、原形の動詞から始まる原形動詞フレーズです。この
意味は、「ピアノをひくこと」の意味です。
I want to は、「(これから)~したい」という意味で、このtoは「到達点」をあらわし、この例で
は、「ピアノをひく」という行為に「至りたい」との意味となります。

[英文の生産]

Play the piano I want to play the piano.
ピアノをひくこと  ---->私はピアノをひきたい
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[Ⅱ]　行為や状態はひとまとまりのもの

学校英語では、不定詞を「to+動詞の原形」と教えていますが、これでは英会話といった場面
では使えません。

不定詞とは、原形の動詞に導かれるひとまとまりの動詞フレーズとして覚えてください。

to study 勉強すること

to study hard 一生懸命に勉強すること

to study English 英語を勉強すること

to study English 一生懸命に英語を勉強すること

to study English in America アメリカで英語を勉強すること

to study English with you あなたといっしょに英語を勉強すること

[Ⅲ]　原形動詞フレーズの５つのタイプ

(1) <アる・イるフレーズ> 

to be here  (ここにいたいこと)*

I want to be here. 　私はここにいたい

(2) <ナニだフレーズ> 

to be a teacher　(先生になること)*

I want to be a teacher. 　私は先生になりたい

(3) <ドンナだフレーズ> 

to be happy　(幸せになること)*

I want to be happy.   　私は幸せになりたい

(4) <ユウするフレーズ> 

to have a dog　(犬を飼うこと)

I want to have a dog.   私は犬を飼いたい

(5) <ドウするフレーズ> 

to study English (英語を勉強すること)

I want to study English. 　私は英語を勉強したい

*　want to be ̃となる場合、「~なりたい」などの日本語訳になることが
多いです。
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課題　不定詞の用法　不定詞の作り方 　　　　　　　    学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題２年・第８級 ②

◇ 　次の日本語を例にならって、to不定詞形で英語に変えなさい。

例.車を運転すること ⇨   to drive a car                              

1. 勉強すること ⇨                                          　　        

2. 一生懸命に勉強すること ⇨                                          　　        

3.英語を勉強すること ⇨                                          　　        

4.一生懸命に英語を勉強すること ⇨                                          　　        

5. 遊ぶこと ⇨                                          　　        

6.ここで遊ぶこと ⇨                                          　　        

7.いっしょに遊ぶこと ⇨                                          　　        

8.私といっしょに遊ぶこと ⇨                                          　　        

9. トムと遊ぶこと ⇨                                          　　        

10.テニスをすること ⇨                                          　　        

11. 野球をすること ⇨                                          　　        

12.ピアノをひくこと ⇨                                          　　        

13.本(単)を読むこと ⇨                                          　　        

14.本(複)を読むこと ⇨                                          　　        

15. 多くの本を読むこと ⇨                                          　　        

16. 英語を話すこと ⇨                                          　　        

17. うまく英語を話すこと ⇨                                          　　        


