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Unit 9 英語を話すことは易しくないです。 

≪この課のねらい・・不定詞≫ 

＊この課では、不定詞の It ・・（for） ～ to ― と too～to・・の表現を学習します。    

 

1. 「It is・・・to＋動詞の原形」～で「～することは・・・です」というときに使います。 

 「誰々にとって」という場合は、It is ・・・for 人～の形になります。 

 「・・・」には形容詞が入ります。よく使われる形容詞には、difficult, easy, hard, important, など

があります。 

 

 e.g.   It is easy to ride a bike. （自転車の乗ることは易しい。） 

      It は仮に置いた主語で実際の主語は to 以下です。  

 

 e.g.  It is important for you to study English hard. 

     （英語を一生懸命勉強することはあなたにとっては重要なことです。） 

 

2. 「too～to・・」は「～すぎて・・できない」という意味です。 

 この表現は so～that・・・cannot に置き換えができます。  

 

 e.g.  It’s too cold to swim.（寒すぎてい泳げません。） 

    ＝It’s so cold that we cannot swim. 

   

 e.g.   I’m sorry I’m too busy to help you.    

   （申し訳ないんですが、忙しくてあなたをお手伝いできません。） 

   ＝I’m sorry I’m so busy that I cannot help you.  

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 
 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. Is it difficult for you to learn Japanese? 

 （あなたにとっては日本語を学ぶことは難しいですか?） 

 

2. It was too hard for me to master the Japanese writing system. 

 （日本語の書き方を身に付けることは私にはとてもできませんでした。.） 

 

3. It is not easy to speak English. 

 （英語を話すことは易しくない。） 

 

4. It is dangerous to walk on the street in a rainy day. 

 （雨の中を歩くことは危険です。） 

 

5. It is too cold to swim today. 

 （今日はとても寒いので泳ぐことができません。） 
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１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: What are you majoring in your college? 

 （大学では何を専攻していますか？） 

B: I’m majoring in ancient Japanese history. 

 （古代日本史を専攻しています。） 

A: Oh, are you? （ああ、そうですか。） 

   So you had to study Japanese, didn’t you? 

 （それであなたは日本語を勉強しなければならなかったんですね。） 

B: Yes, I had to study Japanese.  

 (はい、日本語を勉強しなければなりませんでした。) 

A: Is it difficult for you to learn Japanese? 

 （あなたにとっては日本語を学ぶことは難しいですか?） 

B: Yes, at first, I had a hard time studying, because there are three forms of writing system. 

 （はい、最初は勉強するのに大変でした。なぜなら 3 つの書き方があります。） 

 They are Kanji, Katakana and Hiragana.  

 （それらは漢字、カタカナそしてひらがなです。） 

 It was too hard for me to master the Japanese writing system. 

 （日本語の書き方を身に付けることは私にはとてもできませんでした。.） 

 But I didn’t give up.（でも、あきらめませんでした。） 

A:  Oh, very good.（う～ん、それはすごい。） 

 In mastering Japanese, I think it is the easiest to speak but it is the most difficult to write. 

 （日本語を習得することにおいては、話すことが一番易しく、書くことが一番難しいと思います。） 
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２ - １・・・Activity   

[        ]内に日本文に合うように単語を入れて英文を完成し、何度も発音してみましょう。 

 

1. To enjoy sports is good for you.  

 （スポーツを楽しむことはあなたにとっては良いことです。） 

 ＝ It is good for you [       ]. 

 

2. To speak English is not easy.（英語を話すこと易しくない。） 

     ＝ It is not easy [        ]. 

 

3. To use a computer is interesting.（コンピューターを使うことは面白い。） 

   ＝ It is interesting [       ]. 

 

4. To write a letter in English is difficult.（英語で手紙を書くことは易しくない。） 

   ＝ It is difficult [            ]. 

 

5. To walk on the street in a rainy day is dangerous.（雨の中を歩くことは危険です。） 

 ＝ It is dangerous [           ]. 

 

 

２ - ２・・・Activity   

[        ]内に日本文に合うように単語を入れて英文を完成し、何度も発音してみましょう。 

 

1. Tomoko is too sick to go to work.  

 （トモコはとても具合が悪いので彼女は仕事へ行けない。） 

 ＝ Tomoko is [      ] sick that she cannot go to work. 

 

2. It is too cold to swim today.（今日はとても寒いので泳げない。） 

 ＝ It’s so cold [      ] I cannot swim today. 

 

3. I’m too old to learn English. 

 （私は歳をとり過ぎていて英語を学ぶことができない。） 

     ＝ I am so old that I [      ]  learn English. 

 

4. My bag is [      ] heavy for me to carry.   

 （私のバッグは私にはとても重いので運ぶことができない。） 

 ＝ My bag is so heavy that I can’t carry it. 

 

5. This question is too difficult for me [      ] answer. 

 （この問題は私にはとても難しいので答えることはできない。） 

     ＝ This question is so difficult that I can’t answer it. 
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２ - ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです 

 

A: What are you majoring in your college? 

 （大学では何を専攻していますか？） 

B: I’m majoring in ancient Japanese history. 

 （古代日本史を専攻しています。） 

A: Oh, are you? （ああ、そうですか。） 

   So you had to study Japanese, didn’t you?  

 （それであなたは日本語を勉強しなければならなかったんですね。） 

B: Yes, I did.  I had to study Japanese.  

 (はい、日本語を勉強しなければなりませんでした。) 

A: 【あなたにとっては日本語を学ぶことは難しいですか?】 

B: Yes, at first, I had a hard time studying, because there are three forms of writing system. 

 （はい、最初は勉強するのに大変でした。なぜなら 3 つの書き方があります。） 

 They are Kanji, Katakana and Hiragana.  

 （それらは漢字、カタカナそしてひらがなです。） 

 【日本語の書き方を身に付けることは私にはとてもできませんでした。】 

 But I didn’t give up.（でも、あきらめませんでした。） 

A:  Oh, very good.（う～ん、それはすごい。） 

 【日本語を習得することにおいては、話すことが易しく、書くことが難しいと思います。】 
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Memorize these sentences – ９ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. Is it difficult for you to learn Japanese? 

 

2. It was too hard for me to master the Japanese writing system. 

 

3. It is not easy to speak English. 

 

4. It is dangerous to walk on the street in a rainy day. 

 

5. It’ｓ too cold to swim today. 

 

 




