
 

so ～ that … と too ～ to 不定詞  のまとめ 

基本 

 基本問題  

１  so ～ that …  

次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  I am so busy that I can’t play games. 

     
私はとても忙しいのでゲームをすることができません。 

  

（２）  He was so tired that he went to bed early. 

     
彼はとても疲れていたので早く寝ました。 

  

（３）  私はとてもうれしかったので，友達に電話をしました。 

     

I was so happy that I called my friend.        

 

２  too ～ to …  

次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  He is too young to drive a car. 

     
彼はあまりに若すぎて車を運転することができません。 

  

（２）  This book was too difficult for me to read. 

     
この本は私にはあまりに難しすぎて読むことができませんでした。 

  

（３）  私はあまりに疲れすぎているので速く走ることができません。 

     

I am too tired to run fast.      

 

３  書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  She is too busy to watch TV.                 （ so ～ that … を使った文に ） 

     

She is so busy that she can’t watch TV. 
   

（２）  Tom is so tired that he can’t go there.        （ too ～ to … を使った文に ） 

     

Tom is too tired to go there. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  The man was very tired.   So he couldn’t walk.         （ too ～ to … を使った文に ） 

     

The man was too tired to walk. 
  

（２）  It was too cold for us to swim in the sea.                （ so ～ that … を使った文に ） 

     

It was so cold that we couldn’t swim in the sea. 

 

問題２  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）  The tea was too hot for me to drink. 

     
The tea was    so    hot    that    I    couldn’t    drink it. 

  
（２）  He couldn’t run because he was very tired. 

     
He was    too    tired    to    run. 

  
（３）  The book was so difficult that he couldn’t understand it. 

     
The book was    too    difficult    for    him    to    understand. 

 

問題３  次の（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。                  〔入試問題〕 

（１）  このシャツは私が着るには小さすぎました。 

   （  wear  /  this shirt  /  to  /  was  /  for  /  too  /  me  /  small  /  .  ） 

    

This shirt was too small for me to wear. 
   

（２）  The news was so  （  go  /  to  /  I  /  that  /  wanted  /  interesting  ） to the camp. 

    
The news was so    interesting that I wanted to go                 to the camp. 

 

 

問題４  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  その問題はとてもやさしかったので，私はそれに答えることができました。 

     

The question was so easy that I could answer it. 
  

（２）  このかばんは私には重すぎて持てません。         ★持つ（持ち運ぶ） ＝ carry 

     

This bag is too heavy for me to carry. 
  

（３）  トムはひとりで外国へ行くには若すぎます。       ★外国へ行く ＝ go abroad    ひとりで ＝ alone 

     

Jun is too young to go abroad alone. 



 

基本 解答 

１  so ～ that …  

次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  I am so busy that I can’t play games. 

     
私はとても忙しいのでゲームをすることができません。 

  

（２）  He was so tired that he went to bed early. 

     
彼はとても疲れていたので早く寝ました。 

  

（３）  私はとてもうれしかったので，友達に電話をしました。 

     

I was so happy that I called my friend.        

 

２  too ～ to …  

次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  He is too young to drive a car. 

     
彼はあまりに若すぎて車を運転することができません。 

  

（２）  This book was too difficult for me to read. 

     
この本は私にはあまりに難しすぎて読むことができませんでした。 

  

（３）  私はあまりに疲れすぎているので速く走ることができません。 

     

I am too tired to run fast.      

 

３  書きかえ  

次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  She is too busy to watch TV.                 （ so ～ that … を使った文に ） 

     

She is so busy that she can’t watch TV. 
   

（２）  Tom is so tired that he can’t go there.        （ too ～ to … を使った文に ） 

     

Tom is too tired to go there. 



 

発展 解答 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  The man was very tired.   So he couldn’t walk.         （ too ～ to … を使った文に ） 

     

The man was too tired to walk. 
  

（２）  It was too cold for us to swim in the sea.                （ so ～ that … を使った文に ） 

     

It was so cold that we couldn’t swim in the sea. 

 

問題２  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）  The tea was too hot for me to drink. 

     
The tea was    so    hot    that    I    couldn’t    drink it. 

  
（２）  He couldn’t run because he was very tired. 

     
He was    too    tired    to    run. 

  
（３）  The book was so difficult that he couldn’t understand it. 

     
The book was    too    difficult    for    him    to    understand. 

 

問題３  次の（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。                  〔入試問題〕 

（１）  このシャツは私が着るには小さすぎました。 

   （  wear  /  this shirt  /  to  /  was  /  for  /  too  /  me  /  small  /  .  ） 

    

This shirt was too small for me to wear. 
   

（２）  The news was so  （  go  /  to  /  I  /  that  /  wanted  /  interesting  ） to the camp. 

    
The news was so    interesting that I wanted to go                 to the camp. 

 

 

問題４  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  その問題はとてもやさしかったので，私はそれに答えることができました。 

     

The question was so easy that I could answer it. 
  

（２）  このかばんは私には重すぎて持てません。         ★持つ（持ち運ぶ） ＝ carry 

     

This bag is too heavy for me to carry.  /  This bag is so heavy that I can’t carry it. 
  

（３）  トムはひとりで外国へ行くには若すぎます。       ★外国へ行く ＝ go abroad    ひとりで ＝ alone 

     

Tom is too young to go abroad alone. / Tom is so young that he can’t go abroad alone. 

 


