


Unit 3 (1)　My Future Job

／英語 2年　◯東

単語の確認
□ AI エイアイ 人工知能

□ progress プラグレス 進歩，発達

□ disappear デイサピア 姿を消す，消滅する

□ should シユツド …すべきである

□ lives ライヴズ lifeの複数形
□ appear アピア 現れる，姿を現す

□ learn ラーン （…を）学ぶ，習う

（例）にならって解きましょう。

   次の英文の下線部の意味を日本語で書きなさい。

（例）　We go to the park to play baseball.

　　　私たちは［ ］公園に行きます。

□⑴　Ken went to the library to read books.

　　　健は［ ］図書館に行きました。

□⑵　She gets up early to play tennis.

　　　彼女は［ ］早く起きます。

   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。

（例）　私は走るために早く起きます。

　　　I get up early 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑴　私たちは歩くために公園に行きます。

　　　We go to the park 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑵　彼らはコンピュータを使うためにここに来ました。

　　　They came here 　　　　　　　 　　　　　　　 the computers.

  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。

（例）　私は博物館を見物するために福井に行きました。

　　　I （ Fukui / went to / see / to ） the museum.

　　　I   the museum.

□　　由美はアメリカに行くために英語を勉強しました。

　　　Yumi （ go to / studied / to / English ） America.

　　　Yumi   America.

  次の英文を「…すべきである」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）　You read this book.      （あなたはこの本を読みます。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 this book.

□⑴　We study hard.        （私たちは熱心に勉強します。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 hard.

□⑵　Ryo does his homework.   （良は宿題をします。）

　　　Ryo 　　　　　　　 　　　　　　　 his homework.
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Unit 3 (1)　My Future Job

　英語 2年／◯東

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　AI ［ ］ □⑵　progress ［ ］

□⑶　appear ［ ］ □⑷　disappear ［ ］

□⑸　learn ［ ］ □⑹　should ［ ］

   次の英文の下線部の意味を日本語で書きなさい。

□⑴　I go to the beach to swim.

　　　私は［ ］浜辺に行きます。

□⑵　Aya used this computer to write a blog.

　　　彩は［ ］このコンピュータを使いました。

   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　私たちは宿題をするために図書館に行きます。

　　　We go to the library 　　　　　　　 　　　　　　　 our homework.

□⑵　彼女は夕食を食べるためにレストランに行きました。

　　　She went to the restaurant 　　　　　　　 　　　　　　　 dinner.

  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。

□⑴　彼はサッカーをするために公園に行きます。

　　　He （ the park / play / goes to / to ） soccer.

　　　He   soccer.

□⑵　彼らは阿
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本
もと

に行きました。

　　　They （ climb / Kumamoto / to / went to ） Mt. Aso.

　　　They   Mt. Aso.

  次の英文を「…すべきである」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　You help your mother.     （あなたはお母さんを手伝います。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 your mother.

□⑵　She does her best.       （彼女は最善を尽くします。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 her best.

□⑶　We get a lot of information.  （私たちはたくさんの情報を手に入れます。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 a lot of information.

  （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□　私はテレビを見るために早く起きます。  （ get up，early，TV ）
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Unit 3 (1)　My Future Job

／英語 2年　◯東

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。⑺は複数形にしなさい。

□⑴　人工知能  □⑵　進歩，発達  

□⑶　現れる，姿を現す  □⑷　姿を消す，消滅する  

□⑸　（…を）学ぶ，習う  □⑹　…すべきである  

□⑺　life  

   次の英文の下線部の意味を日本語で書きなさい。

□⑴　We go to the gym to play basketball.

　　　私たちは［ ］体育館に行きます。

□⑵　She came here to listen to music.

　　　彼女は［ ］ここに来ました。

   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　私の妹は朝食を作るために早く起きます。

　　　My sister gets up early 　　　　　　　 　　　　　　　 breakfast.

□⑵　私はピアノをひくためにジェーンの家に行きました。

　　　I went to Jane’s house 　　　　　　　 　　　　　　　 the piano.

  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。

□⑴　奈々は野球の試合を見るために家に帰りました。

　　　Nana （ to / went home / watch ） a baseball game.

　　　Nana   a baseball game.

□⑵　私の兄は新しい車を買うために熱心に働きます。

　　　My brother （ hard / to / works / buy ） a new car.

　　　My brother   a new car.

  次の英文を「…すべきである」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　You talk with Ms. Sato.      （あなたは佐藤先生と話します。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 with Ms. Sato.

□⑵　We take the bus to the station.  （私たちは駅までバスに乗ります。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 the bus to the station.

□⑶　Saki is careful.           （咲は注意深いです。）

　　　Saki 　　　　　　　 　　　　　　　 careful.

  （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□　彼はテニスをするために公園に行きました。  （ went to，the park，tennis ）
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Unit 3 (1)　My Future Job

　英語 2年／◯東

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　私たちは内
ない

藤
とう

先生から英語を習います。

　　　We 　　　　　　　 English from Mr. Naito.

□⑵　突然，小さいネコが現れました。

　　　Suddenly a small cat 　　　　　　　 .

□⑶　いくつかの種類の動物は姿を消すでしょう。

　　　Some kinds of animals will 　　　　　　　 .

□⑷　彼らはどのようにしてきれいな水を手に入れましたか。

　　　　　　　　　　 did they get clean water?

□⑸　私は白いセーターをさがしています。

　　　I am looking 　　　　　　　 a white sweater.

　　　次の英文の下線部の意味を日本語で書きなさい。

□⑴　I get up early to study.

　　　私は［ ］早く起きます。

□⑵　The boys went to the station to see the Shinkansen.

　　　その男の子たちは［ ］駅に行きました。

　　　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　彼は浅
あさ

草
くさ

を訪れるために東京に行きます。

　　　He goes to Tokyo 　　　　　　　 　　　　　　　 Asakusa.

□⑵　春
はる

樹
き

は牛乳を買うためにこの店に来ました。

　　　Haruki came to this shop 　　　　　　　 　　　　　　　 milk.

　　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。

□⑴　私たちは昼食を食べるために公園にいます。

　　　We （ have / are / to / in the park ） lunch.

　　　We   lunch.

□⑵　彼女は宿題をするために家に帰りました。

　　　She （ to / do / went home / her homework ）.
　　　She   .

　　次の英文を「…すべきである」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　You have breakfast every day.   （あなたたちは毎日，朝食を食べます。）

　　　You 　　　　　　　 　　　　　　　 breakfast every day.

□⑵　I am kind to everyone.       （私はみんなに親切にします。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 kind to everyone.
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