Unit 1 It を含む構文-1
☆★☆ノートに写し、①～⑤について（

（英語構文 91 P.6-7）

）を埋めなさい☆★☆

形式主語の it
1.(1) 長い主語の代用
To spend holidays with family is fun.
S

V

C

主語の部分が長くなるので

It

is fun to spend holidays with family.

で置きかえる（①

主語）

本当の主語を後ろに続ける

(2) 意味上の主語の表し方
It’s better for me to spend holidays alone.
⇒for A の形で“A にとって”という意味を示す （②

の主語）

✍for A には“目的格”！
✘for I

○for me

✘for he

○for him

✘for she

○for her

✘for they

○for (③

)

2. It is ... of A to do
☝ここに入る語が【人柄・性質】を指す語のとき、[ for A ⇒of A ]の形をとる
It’s very nice of you to invite us for dinner.
④NextStage (P.55)を開き、このパターンで用いられる形容詞を確認しよう！

3. that 節で形式主語の内容を示す
It’s well-known that people in the US eat turkey on Thanksgiving.
that 節は well-known の内容を指す

それは良く知られている、
（←と前置きしておいて）
（⑤

）
、のようにまとめると Good！

Unit 1 It を含む構文-2
☆★☆ノートに写し、①～⑤について（

（英語構文 91 P.8-9）

）を埋めなさい☆★☆

It を用いた慣用的表現
4. (1) It takes 時間 to do

「do するのに時間がかかる」

It takes time to master a foreign language.
時間

(2) It costs 費用 to do

「do するのに費用がかかる」

It cost a lot of money to study abroad.
費用

✍意味上の主語は take/cost の(①

)に目的格を置く！

It took me a whole day to finish the homework. （私が宿題を終えるのに…）
It cost Bob 30 dollars to have his bicycle fixed.

（ボブが自転車を直してもらうのに…）

✚プラス cost を用いた表現について、
“NextStage (P.207)”を参考に学習を深めよう！
cost A B の B に、time / life / health などが来ると…
②

5. It seems that S V… 「S は V らしい」 *seem = (③

)

It seems that Sarah is thinking about studying in Japan.
S

V

*似た表現〈It happens that S V〉:「
（④

）…する」も覚えておく！

6. It is said that S V… 「S は V だと言われている（だそうだ）」
It is said that Japanese is a popular foreign language among anime fans.
S

V

S seems to V
💡that 節中の S を前に移動させた

S is said to V

という表現も！

It seems that Sarah is thinking about studying in Japan.
Sarah seems to (⑤

) thinking about studying in Japan.

*to の後の形に注意！

It is said that Ben is a fast runner.
Ben is said to be a fast runner.

