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Unit 10 彼女は日本料理が好きです。 

≪この課のねらい・・不定詞≫ 

ここでは不定詞の学習をします。 

 

e.g. We want to see Mr. Saga. 

  (私達はサガさんに会いたい。) 

   to see は want の目的語になっている → 名詞的用法 

 文中にて to + 動詞の原形が主語になったり、目的語の働きをする 

 のがこの用法です。 

 

e.g. This is a good way to learn English.  

    （これは英語を学ぶ良い方法です。） 

  to learn は way という名詞を修飾する → 形容詞的用法 

 文中にて to + 動詞の原形が形容詞の働きをするのがこの 

 用法です。 

 

e.g.  I went to the library to read books this morning. 

  （私は今朝本を読むために図書館へ行きました。） 

       to read は went という動詞を修飾する→ 副詞的用法 

 文中にて to + 動詞の原形が副詞の働きをするのがこの 

 用法です。 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. I want to travel around the world. 

 （世界中を旅したいですね。） 

 

2. She likes to eat Japanese food, especially sushi.  

 （彼女は日本料理、特に寿司が好きです。） 

 

3. I don’t have time to read my favorite novel. 

  （私には好きな本を読む時間がありません。） 

 

4. A housewife has many things to do every day.  

 （主婦は毎日すべきことがたくさんあります。） 

 

5. You have to get up early to catch the first train. 

 （始発電車に乗るには早く起きなければなりません。） 
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１ - ２・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Kunio, what are your plans for the future? 

 （クニオ、あなたの将来のプランは何ですか？） 

B: Well, I want to travel around the world. 

 （そうですね、世界中を旅したいですね。） 

 And I want to visit many countries. 

 （そして多くの国を訪問したいです。） 

A: That’s very nice. （それは素晴らしい。） 

B: How about you? （あなたはどうですか？） 

A: I want to study photography somewhere.  

 （私はどこかで写真の勉強をしたいんです。） 

 What country would you recommend? 

 （お薦めの国はありますか？） 

B: France! Paris! （フランス！ パリ！） 

 Paris is the capital of art. （パリは芸術の都です。）  

 

２ - １・・・Activity ≪名詞的用法≫ 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. He wants to be a photographer someday. 

 （彼はいつか写真家になりたいと思っています。） 

 

2. My uncle likes to listen to jazz. 

 （私の叔父はジャズを聴くのが好きです。） 

 

3. To live in Paris is her dream. 

 （パリに住むことが彼女の夢です。） 

 

4. She likes to eat Japanese food, especially sushi.  

 （彼女は日本料理、特に寿司が好きです。） 

 

5. They began to study in the library. 

 （彼らは図書館で勉強し始めた。） 
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２ - ２・・・Activity ≪形容的用法≫ 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. I have no time to read my favorite novel. 

 （私には好きな小説を読む時間がありません。） 

 

2. My room doesn’t have space to put home appliances any more. 

 (私の部屋にはもう電化製品を置く場所がありません。) 

 

3. A housewife has many things to do every day.  

 （主婦は毎日やるべきことがたくさんある。） 

 

4. I’m very hungry. Please give me something to eat. 
 （とてもお腹がすいています。何か食べるものをください。） 

 

5. I’m very thirsty. Would you give me something cold to drink? 

 （とてもノドがかわいています。何か冷たい飲み物をくれませんか？） 

 

 

２ - ３・・・Activity  ≪副詞的用法≫ 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. I was happy to see my teacher again. 

 （再び私の先生に会えて幸せだった。） 

 

2. I was very glad to meet her. 

 （彼女に会えてとてもうれしかった。） 

 

3. He studied hard to finish his homework. 

 （彼は宿題を終えるために懸命に勉強した。） 

 

4. You have to get up early to catch the first train. 

 （始発電車に乗るには早く起きなければなりません。） 

 

5. I use a computer to play games. 

 （私はゲームをするためにコンピューターを使います。） 
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２ - ４・・・Activity  

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Kunio, what are your plans for the future? 

 （クニオ、あなたの将来のプランは何ですか？） 

B: 【そうですね、世界中を旅したいですね。】 

 【そして多くの国を訪問したいです。】 

A; That’s very nice. （それは素晴らしい。） 

B: 【あなたはどうですか？】 

A: I want to study photography somewhere.  

 （私はどこかで写真の勉強をしたいんです。） 

 What country would you recommend? 

 （お薦めの国はありますか？） 

B: France! Paris! （フランス！ パリ！） 

 【パリは芸術の都です。】 

 

Memorize these sentences – １０ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. I want to travel around the world. 

 

2. She likes to eat Japanese food, especially sushi.  

  

3. I don’t have time to read my favorite novel. 

 

4. A housewife has many things to do every day.  

 

5. You have to get up early to catch the first train. 

 

 

 

 




