中3不定詞のポイント
1．形式主語のit
（1）発想: 長いモノは後まわし
（2）変形のしかた
・ To speak French

＝

It

is difficult

（3）形と意味 :

is difficult.

to speak French .

It is 形容詞 to ～

「～することは 形容詞 だ」

※形式主語 It は「それ」とは訳さない。

2．不定詞の「意味上の主語」
（1）形と意味 : It is 形容詞 for
「

人

人

to ～

にとって～することは 形容詞 だ」

（2）不定詞の「意味上の主語」: to の直前に “ for

It is easy to answer the question.
It is easy for me to answer the question.

人

” を置く

「その質問に答えるのは簡単だ」
「私にとってその質問に答えるのは簡単だ」

3．疑問詞 + to 不定詞
（1）基本形 : 疑問詞+ to 不定詞
・

疑問詞+ to 不定詞 は

「 疑問詞 ～すべきか」

名詞

のかたまりを作る

（2）疑問詞+ to 不定詞 一覧

意味

例

how to 不定詞

～の仕方・方法

how to play chess（チェスのやり方）

when to不定詞

いつ～すべきか

when to visit him（いつ彼を訪ねるべきか）

where to不定詞

どこで～すべきか

where to eat lunch（どこで昼食をとるべきか）

what to不定詞

何を～すべきか

what to do（何をすべきか）

which to不定詞

どっちを～すべきか

which to choose（どちらを選ぶべきか）

what+ 名詞 to不定詞

何の 名詞 を～すべきか

what book to buy（どんな本を買うべきか）

which+ 名詞 to不定詞

どの 名詞 を～すべきか

which bus to take（どのバスに乗るべきか）

4．

人

to 不定詞

(1) 基本形: S V

人

to 不定詞「 人 に～するように V する」

(2) 頻出パターン

英語の形

意味

例文

tell 人 to 不定詞

人に~するように言う

He told me to study English.

ask 人 to 不定詞

人に~するように頼む

She asked me to open the door.

want 人 to 不定詞

人に~してほしい

I want you to read the book.

(3)

人

to 不定詞 の否定

不定詞の「否定形」:

難しめ

not to 不定詞

※ to の直前に

not

を置く

➀

I told him to go there. 「 私は彼がそこに行くように言った」

②

I told him not to go there.

③

I didn’t tell him to go there. 「私は彼がそこに行くようには言わなかった」

「私は彼がそこに行かないように言った」

（4）書き換えパターン
➀

I said to him, “Study harder.”
＝ I told him to study harder.

②

I said to her, “Please close the door.”
＝ I asked her to open the door.

③

I said to him, “Don’t go there.”

難しめ

＝ I told him not to go there.

④

Shall I open the window?
＝ Do you want me to open the window?

5．too ～ to …
（1）基本形 : too ～ to …

「～すぎて…できない」

※～には「形容詞・副詞」，…には「動詞の原形」
I am too busy to help you.

（2）意味上の主語 : to の直前に for

人

The box was too big to lift.
The box was too big for her to lift.

を入れる

6．enough to …
（1）基本形: enough to …「…するのに十分～だ」
※～には「形容詞・副詞」，…には「動詞の原形」
She is rich enough to buy the car.

「彼女はその車を買えるほどお金持ちだ」

（2）意味上の主語 : to の直前に for 人 を入れる

This problem is easy enough to solve.

This problem is easy enough for a child to solve.

7．so ～ that … 構文との書き換え
(1)

so ～ that …：「とても～なので… ／ …なくらい～だ」
※～には「形容詞・副詞」、…には「動詞の原形」

(2) 書き換えパターン

too ～ to …
＝ so ～ that 主語 can’t …

「とても～なので…することができない」

enough to …
＝ so ～ that 主語（can）…

「とても～なので…する（ことができる）」

(3) 注意点
① that は「接続詞」なので，後ろには「完全な文」がくる。
② thatの後ろは「時制」にも注意。主節が過去形ならthat節の中も過去形。
③ enough to … ＝ so ～ that s（ can） … の書き換えは、
必ず can を使うわけではない。
This box was too heavy for me to carry.
＝ This box was so heavy that I couldn’t carry it.

He was kind enough to drive me to the station.
＝ He was so kind that he drove me to the station.

