


Lesson 2(1)　My Dream

／英語 2年　◯三

単語の確認
□ engineer エンヂニア 技師，エンジニア

□ interpreter インタープリタ 通訳者

□ voice ヴオイス 声

□ travel トラヴル 旅行する，旅をする

□ abroad アブロード 外国へ〔に，で〕，海外へ〔に〕

□ soon スーン すぐに，まもなく

□ That’s right. そのとおり。

□ farming フアーミング 農業，農場経営

□ painter ペインタ 画家，絵をかく人

□ pass パス 通る，合格する

□ organic オーギヤニク （野菜や果物などが）有機栽培の

□ overseas オウヴアスイーズ 海の向こうに，海外へ

□ something サムスイング 何か，あるもの

（例）にならって解きましょう。

  次の英文を「…したい」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 drink water.      （私は水を飲みます。）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 water.

□⑴　He paints a picture.   （彼は絵をかきます。）

　　　He wants 　　　　　　　 　　　　　　　 a picture.

□⑵　We visit London.     （私たちはロンドンを訪れます。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 London.

□⑶　I am a vet.        （私は獣医です。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 a vet.

  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）　私の夢は本を書くことです。

　　　My dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 a book.

□⑴　彼らの夢は農場で働くことです。

　　　Their dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 in a farm.

□⑵　彼の計画は海外を旅することです。

　　　His plan is 　　　　　　　 　　　　　　　 overseas.

□⑶　彼女の趣味は帽子を買うことです。

　　　Her hobby is 　　　　　　　 　　　　　　　 caps.

  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。ただし，（　　）

内の語を必要に応じて適当な形にかえて使うこと。

（例）　私は有機栽培の野菜を食べるのが好きです。　　（ like ）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 eat organic vegetables.

□⑴　私の祖母は映画を見るのが好きです。　　（ see ）

　　　My grandmother likes 　　　　　　　 　　　　　　　 a movie.

□⑵　私の父は 7時に働き始めます。　　（ start ）

　　　My father 　　　　　　　 　　　　　　　 work at seven.
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Lesson 2(1)　My Dream

　英語 2年／◯三

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　engineer ［ ］ □⑵　farming ［ ］

□⑶　interpreter ［ ］ □⑷　painter ［ ］

□⑸　voice ［ ］ □⑹　pass ［ ］

□⑺　travel ［ ］ □⑻　organic ［ ］

□⑼　abroad ［ ］ □⑽　overseas ［ ］

□⑾　soon ［ ］ □⑿　something ［ ］

□⒀　That’s right. ［ ］

  次の英文を「…したい」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　Mr. Tani has a farm.        （谷
たに

さんは農場を持っています。）

　　　Mr. Tani wants 　　　　　　　 　　　　　　　 a farm.

□⑵　I use that computer.        （私はあのコンピューターを使います。）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 that computer.

□⑶　She learns about the program.   （彼女はそのプログラムについて学びます。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 about the program.

□⑷　Sho is an actor.           （翔
しょう

は俳優です。）

　　　Sho 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 an actor.

  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　私の弟の夢はエンジニアになることです。

　　　My brother’s dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 an engineer.

□⑵　彼の仕事は自然環境を守ることです。

　　　His job is 　　　　　　　 　　　　　　　 the environment.

□⑶　私の宿題は英語の本を読むことです。

　　　My homework is 　　　　　　　 　　　　　　　 an English book.

□⑷　私の望みは他人のために何かをすることです。

　　　My wish is 　　　　　　　 　　　　　　　 something for others.

  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。ただし，（　　）

内の語を必要に応じて適当な形にかえて使うこと。

□⑴　あなたは海で泳ぐことが好きですか。　　（ swim ）

　　　Do you like 　　　　　　　 　　　　　　　 in the sea?

□⑵　トムは大学に行くことに決めました。　　（ decide ）

　　　Tom 　　　　　　　 　　　　　　　 go to college.

□⑶　問題を読み始めてはいけません。　　（ start ）

　　　Don’t 　　　　　　　 　　　　　　　 read the question.
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Lesson 2(1)　My Dream

／英語 2年　◯三

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。

□⑴　技師，エンジニア  □⑵　農業，農場経営  

□⑶　通訳者  □⑷　画家，絵をかく人  

□⑸　声  □⑹　通る，合格する  

□⑺　旅行する，旅をする  □⑻　（野菜や果物などが）有機栽培の  

□⑼　外国へ〔に，で〕，海外へ〔に〕  □⑽　海の向こうに，海外へ  

□⑾　すぐに，まもなく  □⑿　何か，あるもの  

□⒀　そのとおり。  

  次の英文を「…したい」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　He goes there with me.        （彼は私といっしょにそこへ行きます。）

　　　He wants 　　　　　　　 　　　　　　　 there with me.

□⑵　I study abroad.             （私は留学します。）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 abroad.

□⑶　She passes the exam.         （彼女は試験に合格します。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 the exam.

□⑷　He does something for sick people.   （彼は病気の人のために何かをします。）

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 something for sick people.

  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　彼女の夢は通訳者になることです。

　　　Her dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 an interpreter.

□⑵　彼の願いはロンドンで働くことです。

　　　His wish is 　　　　　　　 　　　　　　　 in London.

□⑶　私の計画は有機栽培の野菜について学ぶことです。

　　　My plan is 　　　　　　　 　　　　　　　 about organic vegetables.

□⑷　私の趣味は毎週末に雑誌を読むことです。

　　　My hobby is 　　　　　　　 　　　　　　　 magazines on weekends.

  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。ただし，（　　）

内の語を必要に応じて適当な形にかえて使うこと。

□⑴　彼は去年，そこに住み始めました。　　（ start ）

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 live there last year.

□⑵　私は試験に合格するよう努力しました。　　（ try ）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 pass the exam.

□⑶　あなたは農場を持つことを決めましたか。　　（ decide ）

　　　Did you 　　　　　　　 　　　　　　　 have a farm?
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Lesson 2(1)　My Dream

　英語 2年／◯三

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　私の誕生日はもうすぐ来ます。

　　　My birthday is coming 　　　　　　　 .

□⑵　彼は農業に興味があります。

　　　He’s interested in 　　　　　　　 .

□⑶　あなたはこのテストに合格できませんでした。

　　　You could not 　　　　　　　 the test.

□⑷　彼女は海外に旅行をしたいですか。

　　　 Does she want to travel 　　　　　　　 ?

□⑸　私はエンジニアのプログラムに参加したいです。

　　　I want to join the 　　　　　　　 program.

□⑹　そのとおり。

　　　　　　　　　　 right.

　　次の英文を「…したい」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 read the article.       （私はその記事を読みます。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 the article.

□⑵　I save sick animals.      （私は病気の動物たちを救います。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 sick animals.

□⑶　He is a doctor.         （彼は医者です。）

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 a doctor.

□⑷　She works at a restaurant.   （彼女はレストランで働きます。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 at a restaurant.

　　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　私の計画は，有機栽培の野菜を使うことです。

　　　My plan is 　　　　　　　 　　　　　　　 organic vegetables.

□⑵　彼の願いは東京に住むことです。

　　　His wish is 　　　　　　　 　　　　　　　 in Tokyo.

□⑶　彼の計画は海外で音楽について学ぶことです。

　　　His plan is 　　　　　　　 　　　　　　　about music abroad.

□⑷　彼女の夢は先生になることです。

　　　Her dream is 　　　　　　　 　　　　　　　 a teacher.

仕上げの問題

soon

farming

pass

abroad［overseas］

engineer

That’s

1

want to read

want to save

wants to be

wants to work

2

to use

to live

to learn［study］

to be

味を表す英文になるよ

機栽培の野菜

wor

s a d

書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きなさ

（私

mals.

octor

トランで

to　　

nt　　

w　

wa work　　SSSa
mp
lel

maamSSaa

　　　にあてはまる語にあてはまる語

記事を読みます。みます ））

　 thehe article. article.

（私は病気の動物たちを救います。は病気の動物たちを救い ）

　　 　　　　　　　　 sickick animalnim

（彼は医者です。（彼は医者です ）

　　　　　　　　 　　　　　

estaurant.estaurant （彼女は（

　　　　　　

ead　　

o savesave　　　　　　　　　　

s toto　　　　 beb　　

toto　　




