
～ ～の文（１）It to

【１】次の英文は余り好ましくありません。どうすれば良

いですか。また、その英文の日本語を言いなさい。

To get up at that time is hard for me.

【２】前問の書き換えで使った を何といいますか。まIt

た、 に置き換えた元々の部分を何といいますか。It

【３】次の各文を上記の文のように書き換え、更に日本語

に訳しなさい。

1 To cut the onion into pieces is easy for Mr. Hopa.)

2 To make yakisoba is hard for me.)

3 To use the Internet is interesting for us.)

4 To play chess is a lot of fun for my father.)

5 To answer the question was very difficult for him.)

6 To clean the room every day is a little difficult for me.)

7 To study English and math hard is very important for you.)

【 】 。４ 次の日本語を ～ ～を使って英語に直しなさいIt to

)あなたが車を運転することはとても危険だ （危険な：1 。

）dangerous

)若者にとって何でも食べることが必要です。2

)朝早く起きることは、あなたの健康によい。3

)嘘をつかないことは、みんなにとって大切だ。4

)あなたにとって、そんなことをすることは間違いだ。5

)私たちにとって、多くの良い本を読むことはとても大切6

です。

)その公園まで歩いていくことは、彼にとってとても大変7

だった。

)放課後テニスをすることは、僕の妹にとってとても面白8

い。

～ ～の文（１）It to

【１】文の主語である 「その時間にTo get up at that time

起きること」が長すぎるので、それを に書き換えてIt

主語を文の後ろに移し、次のように書き換える。

「その時間に起It to get up at that timeis hard for me .

きることは、私にとって難しい 」。

【 】 「 」 「 」 。 、２ を 形式主語 あるいは 仮主語 と言う またIt

「 」 。Itに置き換えた を 真主語 と言うto get up at that time

【３】

) ホパ1 is easy for Mr. Hopa .It to cut the onion into pieces

氏にとって、タマネギを細かく切ることは易しい。

) 私にとって焼きそば2 is hard for me .It to make yakisoba

を作ることは難しい。

) インターネット3 is interesting for us .It to use the Internet

を使うことは、私たちにとって面白い。

) 私の父にと4 is a lot of fun for my father .It to play chess

って、チェスをすることはとても面白い。

) 彼に5 was very difficult for him .It to answer the question

とって、その問題に答えることはとても難しかった。

6 is a little difficult for me .)It to clean the room every day

、 。私にとって 毎日その部屋を掃除することは少し難しい

7 is very important for you .)It to study English and math hard

一生懸命英語と数学を勉強することは、あなた達にとっ

てとても大切です。

【４】

1 is very dangerous for you .)It to drive a car

It to eat anything.2 is necessary for young people)

3 is good for your health to .)It get up early in the morning

4 is important for everyone .)It not to tell a lie

5 is wrong for you .)It to do such a thing

6 is very important for us .)It to read many good books

7 was very hard for him .)It to walk to the park

8 is a lot of fun for my sister .)It to play tennis after school


