


／英語 1年　49◯開

PROGRAM 3 (1) タレントショーを開こう

（例）にならって解きましょう。

   あとの（　　）内の語を使って，次の日本文の意味を表す英文を作るとき，　　　にあてはまる語を

書きなさい。

（例）　私はギターをひくことができます。　　　（ play ）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the guitar.

□⑴　私はカレーを料理することができます。　　　（ cook ）

　　　I 　　　　　　　 cook curry.

□⑵　あなたはとてもじょうずに泳ぐことができます。　　　（ swim ）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 very well.

   次の英文を｢～することができる｣という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

（例）　I speak English.　　　（私は英語を話します。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 English. 

□⑴　I play basketball.　　　（私はバスケットボールをします。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 basketball.

□⑵　You dance well.　　　（あなたはじょうずに踊ります。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　  well. 

   次の英文を「～することができない」という否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

（例）　I can play the guitar.　　　（私はギターをひくことができます。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the guitar.

□⑴　You can swim.　　　（あなたは泳ぐことができます。）

　　　You 　　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑵　You can play soccer.　　　（あなたはサッカーをすることができます。）

　　　You 　　　　　　　　 　　　　　　　 soccer. 
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PROGRAM 3 ⑴ タレントショーを開こう

わからないときは，｢やってみよう｣を見直そう。☆印はレベルアップ問題。

 単語の練習 次の英語を日本語にしなさい。

□⑴　aunt ［ ］ □⑵　Chinese ［ ］

□⑶　classmate ［ ］ □⑷　cousin ［ ］

□⑸　kilometer ［ ］ □⑹　roll ［ ］

□⑺　show ［ ］ □⑻　talent ［ ］

□⑼　uncle ［ ］ □⑽　ski ［ ］

□⑾　perform ［ ］ □⑿　then ［ ］

□⒀　with ［ ］

□⒁　have a great time ［ ］

□⒂　have fun at ～ ［ ］

   あとの（　　）内の語を使って，次の日本文の意味を表す英文を作るとき，　　　にあてはまる語を

書きなさい。

□⑴　私は英語の歌を歌うことができます。　　　（ sing ）

　　　I 　　　　　　　 sing English songs.

□⑵　私はサッカーをすることができます。　　　（ play ）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer.

□⑶　あなたはじょうずに日本語を話すことができます。　　　（ speak ）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 Japanese well.

   次の英文を｢～することができる｣という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

□⑴　I play the recorder.　　　（私はリコーダーをふきます。）

　　　I can 　　　　　　　 the recorder.

□⑵　You make pizza.　　　（あなたはピザを作ります。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 pizza.

  次の英文を「～することができない」という否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

□⑴　I can make a delicious omelet.　　　（私はとてもおいしいオムレツを作ることができます。）

　　　I 　　　　　　　　 　　　　　　　 a delicious omelet.

□⑵　My dog can swim.　　　（私のイヌは泳ぐことができます。）

　　　My dog 　　　　　　　　 　　　　　　　 .

  次の日本文の意味を表す英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。

□　　トムは日本語を読むこともできます。

　　　（ can / Japanese / Tom / read ） too.

　　　  too.

練習しよう 1

おば 中国語［人］
級友，クラスメート いとこ
キロメートル 巻いたもの

見せ物，番組，ショー 才能のある人，タレント
おじ スキーをする

行う，演じる それでは，それなら
～といっしょに

すばらしい時を過ごす
～を楽しむ

1A

can

can play

can speak

1B

play

can make

2

can’t[cannot] make

can’t[cannot] swim

☆3

Tom can read Japanesep

 p

作るとき，　　　

ng ）

。　　

とき，

ふきま

日本語を

　

英文を

th

　

はピザを

y

n

p　

n make

Sa
mp
ley ）

とができます。　　　ます。　　　（ speakspeak ）

　 JapaneseJapanes  well.wel

ことができる｣という意味の文に書きかことができる｣という意味の文に

er.er 　　　（私はリコーダ（私はリ

 thethe recordere

（あ

eak　



／英語 1年　51◯開

PROGRAM 3 ⑴ タレントショーを開こう

わからないときは，｢やってみよう｣を見直そう。☆印はレベルアップ問題。

 単語の練習 次の日本語を英語にしなさい。⒁は短縮形にしなさい。

□⑴　おば  □⑵　中国語［人］  

□⑶　級友，クラスメート  □⑷　いとこ  

□⑸　キロメートル  □⑹　巻いたもの  

□⑺　見せ物，番組，ショー  □⑻　才能のある人，タレント  

□⑼　おじ  □⑽　スキーをする  

□⑾　行う，演じる  □⑿　それでは，それなら  

□⒀　～といっしょに  □⒁　that is  

□⒂　すばらしい時を過ごす  □⒃　～を楽しむ  

   あとの（　　）内の語を使って，次の日本文の意味を表す英文を作るとき，　　　にあてはまる語を

書きなさい。

□⑴　私はチャーハンを作ることができます。　　　（ make ）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 cha-han.

□⑵　あなたはコンピュータを使うことができます。　　　（ use ）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 a computer.

□⑶　あなたはとてもじょうずにスキーをすることができます。　　　（ ski ）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 very well.

   次の英文を｢～することができる｣という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

□⑴　I play tennis well.　　　（私はじょうずにテニスをします。）

　　　I can 　　　　　　　 tennis well.

□⑵　I dance well.　　　（私はじょうずに踊ります。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 well.

  次の英文を「～することができない」という否定文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書き

なさい。

□⑴　My aunt can sing well.　　　（私のおばはじょうずに歌うことができます。）

　　　My aunt 　　　　　　　　 　　　　　　　 well.

□⑵　Tom can cook steak.　　　（トムはステーキを料理することができます。）

　　　Tom 　　　　　　　　 　　　　　　　 steak.

  次の日本文の意味を表す英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。

□　　ベンはギターをひくことができません。

　　　（ play / Ben / the guitar / can’t ）.
　　　  .
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PROGRAM 3 ⑴ タレントショーを開こう

定期テストの前に確認しよう！☆印はレベルアップ問題。

 語・語句と表現 次の日本文の意味を表す英文になるように，＿＿＿にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　私のおばは親しみやすいです。

　　　My 　　　　　　　 is friendly.

□⑵　いっしょに演じましょう。

　　　Let’s 　　　　　　　 together.

□⑶　私は妹といっしょに勉強します。

　　　I study 　　　　　　　 my sister.

□⑷　それはすばらしいです，裕
ゆう

太
た

。

　　　　　　　　　　 great, Yuta.

□⑸　私は音楽祭を楽しみます。

　　　I have 　　　　　　　 at the music festival.

□⑹　ここですばらしい時を過ごしましょう。

　　　Let’s 　　　　　　　 a great time here.

   次の日本文の意味を表す英文になるように，＿＿＿にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　私はコンピュータを使うことができます。

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 a computer.

□⑵　あなたにはウシが見えます。 

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 a cow.

□⑶　私のおじはいすを作ることができます。 

　　　My uncle 　　　　　　　 　　　　　　　 a chair. 

□⑷　あなたは 5キロメートル泳ぐことができます。  

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 five kilometers. 

   次の英文を「～することができる」という意味の文に書きかえなさい。

□⑴　I play the piano well.   （私はじょうずにピアノをひきます。）

　　　 

□⑵　You make natto rolls.    （あなたは納豆巻きを作ります。）

　　　 

  次の英文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　Yumi can sing English songs well.　　（由美は英語の歌をじょうずに歌うことができます。）

　　　 

□⑵　I can make dinner for you. 　　　（私はあなたのために夕食を作ることができます。）
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