


1  次の絵の中の語（句）を使って，「…は～したいです［～になりたいです］。」という英文を書きなさい。

 　　I want to play tennis.

□⑴ She wants to make a cake.
□⑵ I want to be a singer.
□⑶ We want to see a movie.

2  次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，（　　）内の語を使うこと。
□⑴ 私は写真を撮ることが好きです。 （take）

   I like to  take  pictures.

□⑵ 彼は野球をすることが好きです。 （play）

   He likes to  play  baseball.

□⑶ 私は公園に行きたいです。 （go）

   I want to  go  to the park.

□⑷ 私はあなたの友達になりたいです。 （be）

   I want to  be  your friend.

3  次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ 私たちはサッカーをしたいです。

   We want to  play  soccer.

□⑵ 彼はあなたと話したいと思っています。

   He wants  to  talk  with you.

□⑶ 私の姉は音楽を聞くのが好きです。

   My sister likes  to  listen  to music.

□⑷ トムは日本語を勉強する必要がありますか。

   Does Tom need to  study  Japanese?

□⑸ あなたたちはサッカーを一生懸命に練習する必要があります。

   You need  to  practice soccer hard.

□⑹ 彼女は窓を開けようとしました。

   She tried to  open  the window.
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A 次の日本語を英語にしなさい。
□⑴　会社  company 　　□⑵　客 customer
□⑶　グレープフルーツ  grapefruit 　　□⑷　溝 groove
□⑸　部分  part 　　□⑹　製品 product
□⑺　～をしっかり持つ  hold 　　□⑻　～を向上させる improve
□⑼　～を好む  prefer 　　□⑽　商品 goods

B 次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ これらはうまくデザインされたペットボトルです。

   These are well-designed plastic bottles .

□⑵ あなたのおかげで，私はその列車に乗ることができました。

   Thanks  to  you, I was able to catch the train.

□⑶ 私たちはエネルギーのことを考えるべきです。

   We should think  of  energy.

1  次の日本文に合う英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。
□⑴ 彼女は本を読むことが好きです。

   She likes  to  read  books.

□⑵ 彼はそのとき窓を開けようとしました。

   He tried  to  open  the window then.

□⑶ 私は英語の先生になりたいと思っています。

   I want  to  be  an English teacher.

□⑷ あなたは英語を向上させる必要があります。

   You need  to  improve your English.

2  　　　 次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。
□⑴ 私はあなたとテニスがしたいです。 （with / play / I / to / tennis /want） you.

   I want to play tennis with   you.

□⑵ あなたたちは理科を勉強することが好きですか。 Do （study / science / like / you / to）?

   Do you like to study science  ?

□⑶ 彼らは一生懸命にバスケットボールを練習する必要があります。

   （practice / need / they / to / basketball） hard.

   They need to practice basketball   hard.

□⑷ 彼はあなたに手紙を送ろうとしました。 He （you / send / a letter / to / tried）.

   He tried to send you a letter  .

単語・語句単語・語句

p lastic bottle ＝「ペットボトル」。複数
形はplastic bottles。

thanks to ～＝「～のおかげで」

think of ～＝「～のことを考える」

文法文法

want to be ～＝「～になりたい」

日本文だけを見て英文を
言えるようにしよう。

　　　 「send＋〈人〉＋
〈もの〉」の語順にする。
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