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Exercise1 先生に続いて、重要表現をリピートしましょう！

今日の表現

73 
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Ken is looking for a place to live in.

I save money to build my own house.

Anna’s dream is to have a house of her own.

Karen doesn’t want to study Music.

Did you ask Alex to attend the meeting?

ケンは住む場所を探しています。

私は自分の家を建てるためにお金を貯めます。

アンナの夢は自分の家をもつことです。

カレンは音楽を勉強したくありません。

アレックスに会議に出席してくれるよう頼みましたか？
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ケンは住む場所を探しています。

Ken is looking for 
a place to live in.

Today' Expression

infinitive

「～すること」と言いたい時は「to + do（動詞

の原形）」でも表現することができ、否定形は

「not to do」です。

その他「～するための / するべき」、「～するた

めに」、「～して (うれしい /悲しい）」なども表

現できます。「to do」の後に前置詞が必要にな

る場合もあるので注意しましょう。また、「how 

to solve（どのように解くべきか）」のように、

「when （or where） ... to do（いつ / どこで / … 

～すべきか）」なども表現することができます。

不定詞

Repeat each sentence after your teacher.

Check the grammar

You have to be careful not to make a mistake.  I’m happy to hear that you solved the problem.

I want to solve this problem. She needs someone to help her.

He has some pencils to write with and a piece of paper to write on.

She wanted to know how to solve the problem.



What are you going to do 
if today is your last day to live on Earth ?

Additional Lesson

Exercise 2 Sort the words and build sentences.
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単語を並べ替えて、完成した文章を読みましょう！
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Exercise 3 Answer the following questions. Try to explain your thoughts in sentences.
次の質問に答えましょう。文章であなたの考えを説明してみましょう！
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What special dish are you going to prepare 

if your parents will ask you to cook something for them? Why?

What is the tool used by children to write or draw in school ?

( is here to fix / the plumber / the broken pipe ).

( is asked to call / the secretary / the President ).

( to bake a cake / wants me / for her / my mother ).
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