
 

It … for − to 不定詞 のまとめ 

基本 

１  形式主語  

① 次の英文を日本語にしなさい。 

  It is important for us to learn English.   

    
英語を学ぶことは私たちにとって大切です。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 ケーキをつくることは私にとって難しい。    

  （   to   /  a cake  /   is   /   me   /  make  /   for   /   it   /   difficult   /  .  ） 

    
It is difficult for me to make a cake. 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 英語を勉強することは私にとっておもしろい。  

  
It is interesting for me to study English. 

  

（２） 年とった人々を助けることは私たちにとって大切です。    

    
It is important for us to help old people. 

 

２  形式主語を使ったいろいろな英文  

次の日本語を，形式主語 itを使って英語で書きなさい。 

（１） 日本語を勉強することはあなたにとって難しいですか。 

     
Is it difficult for you to study Japanese ? 

  

（２） 英語を話すことは彼にとって簡単でした。 

     
It was easy for him to speak English. 

 

３  形式主語を使った文の書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  It is fun for me to play games.             （ 動名詞を使った文に ） 

     
Playing games is fun for me. 

   

（２）  Reading books is interesting for me.        （ 形式主語 it を使った文に ） 

     
It is interesting for me to read books. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  It is a lot of fun for her to ride a horse. 

      Riding    a horse is a lot of fun    for       her    . 
  
（２）  Driving a car is not easy on very busy streets. 

        It    is not easy    to       drive    a car on very busy streets. 
  
（３）  It is easy for me to get up early. 

        Getting       up    early is easy    for       me    . 
  
（４）  Eating breakfast every morning is not easy for me. 

       It   is    difficult    for me   to     eat    breakfast every morning. 
  
☆（５）  We won the game easily. 

       It    was       easy    for us    to       win    the game. 
  
☆（６）  It is not necessary for you to wash the car. 

       You    don’t       have       to    wash the car. 
  
☆（７）  It was impossible for me to answer the question. 

       I    couldn’t       answer    the question. 

 

 

問題２  次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。                        〔入試長文問題〕 

（１）  It is important for us to work together. 

     協力することは私たちにとって大切です。 
  

（２）  It is very important to know our own culture.        ★our own ～ ＝ 私たち自身の～ 

     私たち自身の文化を知ることはとても大切です。 
  

（３）  It is important to try to talk with people from other countries. ★try to ～ ＝ ～しようとする 

     ほかの国々から来ている人々と話そうとすることは大切です。  
  

☆（４）  It’s really important to have an interest in new things and try hard to learn them. 

     新しいことに興味を持ち，それらを一生懸命に学ぼうとすることはほんとうに大切です。 
  

☆（５）  I’ve learned it’s important to make other people happy through my job in the future. 

    私は，将来自分の職業を通してほかの人々を幸せにすることが大切だということを学びました。 



 

 

基本 解答 

１  形式主語  

① 次の英文を日本語にしなさい。 

  It is important for us to learn English.   

    
英語を学ぶことは私たちにとって大切です。 

 

② 次の日本語の意味を表すように（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

 ケーキをつくることは私にとって難しい。    

  （   to   /  a cake  /   is   /   me   /  make  /   for   /   it   /   difficult   /  .  ） 

    
It is difficult for me to make a cake. 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 英語を勉強することは私にとっておもしろい。  

  
It is interesting for me to study English. 

  

（２） 年とった人々を助けることは私たちにとって大切です。    

    
It is important for us to help old people. 

 

２  形式主語を使ったいろいろな英文  

次の日本語を，形式主語 itを使って英語で書きなさい。 

（１） 日本語を勉強することはあなたにとって難しいですか。 

     
Is it difficult for you to study Japanese ? 

  

（２） 英語を話すことは彼にとって簡単でした。 

     
It was easy for him to speak English. 

 

３  形式主語を使った文の書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  It is fun for me to play games.             （ 動名詞を使った文に ） 

     
Playing games is fun for me. 

   

（２）  Reading books is interesting for me.        （ 形式主語 it を使った文に ） 

     
It is interesting for me to read books. 



 

発展 解答 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  It is a lot of fun for her to ride a horse. 

      Riding    a horse is a lot of fun    for       her    . 
  
（２）  Driving a car is not easy on very busy streets. 

        It    is not easy    to       drive    a car on very busy streets. 
  
（３）  It is easy for me to get up early. 

        Getting       up    early is easy    for       me    . 
  
（４）  Eating breakfast every morning is not easy for me. 

       It   is    difficult    for me   to     eat    breakfast every morning. 
  
☆（５）  We won the game easily. 

       It    was       easy    for us    to       win    the game. 
  
☆（６）  It is not necessary for you to wash the car. 

       You    don’t       have       to    wash the car. 
  
☆（７）  It was impossible for me to answer the question. 

       I    couldn’t       answer    the question. 

 

 

問題２  次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。                        〔入試長文問題〕 

（１）  It is important for us to work together. 

     協力することは私たちにとって大切です。 
  

（２）  It is very important to know our own culture.        ★our own ～ ＝ 私たち自身の～ 

     私たち自身の文化を知ることはとても大切です。 
  

（３）  It is important to try to talk with people from other countries. ★try to ～ ＝ ～しようとする 

     ほかの国々から来ている人々と話そうとすることは大切です。  
  

☆（４）  It’s really important to have an interest in new things and try hard to learn them. 

     新しいことに興味を持ち，それらを一生懸命に学ぼうとすることはほんとうに大切です。 
  

☆（５）  I’ve learned it’s important to make other people happy through my job in the future. 

    私は，将来自分の職業を通してほかの人々を幸せにすることが大切だということを学びました。 

 


