
ワークブック Step1 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞         No.3w001 
【モデル文を読んでみよう】  
 ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 読んでみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ポイントを確認しよう】 
１ リー（Lee）はインターネットをあるものに例えています。それは何で、なぜそう思

うのでしょうか。 
 
 
２ 春香（Haruka）のお母さんがインターネットを使うのをやめるように言うのはなぜ

ですか。 
 
 
３ ダニエル（Daniel）はインターネットを使うにあたり、何をすることが重要だと言

っていますか。 
 

Lee, China 
It is useful for us to use the Internet.  We can get a lot of 
information quickly.  The Internet is like a library.  When I 
want to know the meaning of something, I always use the 
Internet to find it.  I can’t imagine my life without the Internet! 

Haruka, Japan 
I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing 
games and so on.  I often use it for a long time.  It is not good 
for my health to use the Internet too long, so my mother tells me 
to stop using it.  I know that, but it is difficult for me… 
 

Daniel, Hawaii 
I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  
I can go to many places around the world on the Internet.  
The Internet is very useful.  It is important for us to keep the 
rules about using the Internet. 

information  情報 

exchange  交換する 
email  電子メール 
health  健康 

keep the rules  ルールを守る 



ワークブック Step2 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞         No.3w002 
 ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 話の流れに合うように、（  ）内の英語を並び替えましょう。文頭に来る語も小文字に

しています。 
 

Lee, China 
①(for / use / is / us / it / to / useful ) the Internet.  We can get a lot of 
information quickly.  The Internet is like a library.  When I want to know 
the meaning of something, I always use the Internet to find it.  I can’t 
imagine my life without the Internet! 
 
Haruka, Japan 
I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing games 
and so on.  I often use it for a long time.  Of course I know ②( good / it / 
use / for / not / is / my health / to ) the Internet too long.  My mother tells 
me to stop using it, but it is difficult for me... 
 
Daniel, Hawaii 
I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  I can go to 
many places around the world on the Internet.  The Internet is very 
useful. ③( us / is / to / for / important / keep / it ) the rules about using the 
Internet. 
 

information  情報 exchange  交換する email  電子メール 

health  健康 keep the rules  ルールを守る 

 
 

① 

② 

③ 
 
 



ワークブック Step3 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞         No.3w003 
ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 話の流れに合うように、空いているところに（  ）内の語を使って英語を書き入れ、

完成させましょう。 
 

Lee, China 

                                       ( useful, us, use ) 

the Internet.  We can get a lot of information quickly.  The Internet is 

like a library.  When I want to know the meaning of something, I always 

use the Internet to find it.  I can’t imagine my life without the Internet! 

 

Haruka, Japan 

I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing games 

and so on.  I often use it for a long time.  Of course I know               

                                  ( good, my health, use ) 

the Internet too long.  My mother tells me to stop using it, but it is 

difficult for me... 

 

Daniel, Hawaii 

I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  I can go to 

many places around the world on the Internet.  The Internet is very 

useful.                                   ( important,  

us, keep ) the rules about using the Internet. 
 

information  情報 exchange  交換する email  電子メール 

health  健康 keep the rules  ルールを守る 

 
 
 



ワークブック Step4 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞         No.3w004 
ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
Step1 のダニエル（Daniel）の書き込みに続けて、ヒロキは自分の意見を書き込むこと

にしました。あなたがヒロキならどのように書きますか。下の形容詞のうち１つ以上を使

い、「インターネットを使うこと」についてのあなたの意見を含めて、50 語程度の英文を

書きましょう。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

interesting fun difficult easy 
exciting boring hard important 



ワークブック Step1 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞            No.3w001 
【モデル文を読んでみよう】  
 ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 読んでみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ポイントを確認しよう】 
１ リー（Lee）はインターネットをあるものに例えています。それは何で、なぜそう思

うのでしょうか。 
 図書館に例えている。何かの意味を知りたいと思ったら、インターネットを使って

調べることができるから。 

 

２ 春香（Haruka）のお母さんがインターネットを使うのをやめるように言うのはなぜ

ですか。 
インターネットを長く使うことは健康に良くないから。 

 
３ ダニエル（Daniel）はインターネットを使うにあたり、何をすることが重要だと言

っていますか。 
 ルールを守ること。 

Lee, China 
It is useful for us to use the Internet.  We can get a lot of 
information quickly.  The Internet is like a library.  When I 
want to know the meaning of something, I always use the 
Internet to find it.  I can’t imagine my life without the Internet! 

Haruka, Japan 
I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing 
games and so on.  I often use it for a long time.  It is not good 
for my health to use the Internet too long, so my mother tells me 
to stop using it.  I know that, but it is difficult for me… 

Daniel, Hawaii 
I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  
I can go to many places around the world on the Internet.  
The Internet is very useful.  It is important for us to keep the 
rules about using the Internet. 

information  情報 

exchange  交換する 
email  電子メール 
health  健康 

keep the rules  ルールを守る 

解答 



ワークブック Step2 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞            No.3w002 
 ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 話の流れに合うように、（  ）内の英語を並び替えましょう。文頭に来る語も小文字に

しています。 
 

Lee, China 
①(for / use / is / us / it / to / useful ) the Internet.  We can get a lot of 
information quickly.  The Internet is like a library.  When I want to know 
the meaning of something, I always use the Internet to find it.  I can’t 
imagine my life without the Internet! 
 
Haruka, Japan 
I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing games 
and so on.  I often use it for a long time.  Of course I know ②( good / it / 
use / for / not / is / my health / to ) the Internet too long.  My mother tells 
me to stop using it, but it is difficult for me... 
 
Daniel, Hawaii 
I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  I can go to 
many places around the world on the Internet.  The Internet is very 
useful. ③( us / is / to / for / important / keep / it ) the rules about using the 
Internet. 
 

information  情報 exchange  交換する email  電子メール 

health  健康 keep the rules  ルールを守る 

 

 
 

①  It is useful for us to use 

②  it is not good for my health to use 

③  It is important for us to keep 
 
 

解答 



ワークブック Step3 ３年 It+be 動詞+～(+for～)+to 不定詞            No.3w003 
ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
 話の流れに合うように、空いているところに（  ）内の語を使って英語を書き入れ、

完成させましょう。 
 

Lee, China 

   It is useful for us to use                      ( useful, us, use ) 

the Internet.  We can get a lot of information quickly.  The Internet is 

like a library.  When I want to know the meaning of something, I always 

use the Internet to find it.  I can’t imagine my life without the Internet! 

 

Haruka, Japan 

I use the Internet every day.  I enjoy exchanging emails, playing games 

and so on.  I often use it for a long time.  Of course I know               

   it is not good for my health to use          ( good, my health, use ) 

the Internet too long.  My mother tells me to stop using it, but it is 

difficult for me... 

 

Daniel, Hawaii 

I sometimes see beautiful mountains and rivers in the world.  I can go to 

many places around the world on the Internet.  The Internet is very 

useful.      It is important for us to keep             ( important,  

us, keep ) the rules about using the Internet. 
 

information  情報 exchange  交換する email  電子メール 

health  健康 keep the rules  ルールを守る 

 

解答 



ワークブックStep4 ３年 It+be動詞+～(+for～)+to不定詞           No.3w004 
ヒロキ（Hiroki）は、インターネットで、自分の意見を交換するサイトを読んでいます。

今回のテーマは「インターネット（the Internet）を使うこと」です。 
Step1 のダニエル（Daniel）の書き込みに続けて、ヒロキは自分の意見を書き込むこと

にしました。あなたがヒロキならどのように書きますか。下の形容詞のうち１つ以上を使

い、「インターネットを使うこと」についてのあなたの意見を含めて、50 語程度の英文を

書きましょう。 
 
 
 

 
 

I use the Internet every day. 

It’s exciting for me to play online games on the Internet.  

We can communicate with many friends. 

I can play games for an hour a day. 

My father told me to keep some rules when he bought me a computer. 

It’s important for us to keep promises. 

（53 語） 

 

 

 
 
 
 

解答例 

interesting fun difficult easy 
exciting boring hard important 


