


PROGRAM 3 (1)　Taste of Culture

／英語 2年　59◯開

単語の確認
□ cotton candy カトン キャンディ 綿あめ

□ present プレズント 贈り物，プレゼント

□ taste テイスト 風味，味わい

□ corn dog コーン　ドーグ アメリカンドッグ

□ hip-hop ヒプハプ ヒップホップ

□ racket ウラケト ラケット

□ expensive イクスペンスイヴ 高価な，高い

（例）にならって解きましょう。

   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，（　　）

内の語を使うこと。

（例）　彼女は子どもたちといっしょに遊ぶことが好きです。　　（ play ）

　　　She likes 　　　　　　　 　　　　　　　 with children.

□⑴　彼らは泳ぐことが好きです。　　（ swim ）

　　　They like 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑵　私はこの本が読みたいです。　　（ read ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 this book.

□⑶　トムはおやつをいくらか食べたがっています。　　（ eat ）

　　　Tom wants 　　　　　　　 　　　　　　　 some snacks.

□⑷　私は理科の先生になりたいです。　　（ be ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 a science teacher.

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語句を使うこと。

（例）　私は音楽を聞くことが好きです。　　（ listen to music ）

　　　I   .

□⑴　私のおじは映画を見ることが好きです。　　（ watch movies ）

　　　My uncle   .

□⑵　私は図書館へ行きたいです。　　（ go to the library ）

　　　I   .

□⑶　私たちはじょうずな選手になりたいです。　　（ be good players ）

　　　We   .

  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，（　　）

内の語を使うこと。

（例）　私は彼らのために何か特別なことをしようと思います。　　（ something ）

　　　I will do 　　　　　　　 　　　　　　　 for them.

□⑴　彼はその部屋で何か白いものを見ました。　　（ something ）

　　　He saw 　　　　　　　 　　　　　　　 in the room.

□⑵　あなたに何かよいものを買おうと思います。　　（ something ）

　　　I will buy 　　　　　　　 　　　　　　　 for you.
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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　cotton candy ［ ］ □⑵　hip-hop ［ ］

□⑶　present ［ ］ □⑷　racket ［ ］

□⑸　taste ［ ］ □⑹　expensive ［ ］

□⑺　corn dog ［ ］

   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，（　　）

内の語を使うこと。

□⑴　私は朝早く公園で走ることが好きです。　　（ run ）

　　　I like 　　　　　　　 　　　　　　　 in the park early in the morning.

□⑵　私はこの本からたくさん学びたいです。　　（ learn ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 a lot from this book.

□⑶　彼女はネコを飼いたがっています。　　（ have ）

　　　She wants 　　　　　　　 　　　　　　　 a cat.

□⑷　あなたはサッカーを見るのが好きなのですか。　　（ watch ）

　　　Do you like 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer?

□⑸　マークは何になりたいのですか。　　（ be ）

　　　What does Mark want 　　　　　　　 　　　　　　　?

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語句を使うこと。

□⑴　彼らはハイキングをしに行くことが好きです。　　（ hiking ）

　　　They   .

□⑵　私たちはあなたを手伝いたいです。　　（ help you ）

　　　We   .

□⑶　私は英語の先生になりたいです。　　（ be an English teacher ）

　　　I   .

  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，（　　）

内の語を使うこと。

□⑴　彼女は何か悲しいことを思い出しました。　　（ something ）

　　　She remembered 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑵　私は今日特別なことはありませんでした。　　（ anything ）

　　　I didn’t have 　　　　　　　 　　　　　　　 today.

  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。

□　　私はテレビでその試合を見たいです。

　　　I （ to / the game / want / watch ） on TV.

　　　I   on TV.
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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　綿あめ  □⑵　ヒップホップ  

□⑶　贈り物，プレゼント  □⑷　ラケット  

□⑸　風味，味わい  □⑹　高価な，高い  

□⑺　アメリカンドッグ  

   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，（　　）

内の語を使うこと。

□⑴　私の母は本を読むことが好きです。　　（ read ）

　　　My mother likes 　　　　　　　 　　　　　　　 books.

□⑵　私は父にプレゼントを買いたいです。　　（ buy ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 a present for my father.

□⑶　マイクは明日，何をしたいのですか。　　（ do ）

　　　What does Mike want 　　　　　　　 　　　　　　　 tomorrow?

□⑷　私はあなたのようなじょうずな歌手になりたいです。　　（ be ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 a good singer like you.

   次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語句を使うこと。

□⑴　私の兄はギターをひくことが好きです。　　（ play the guitar ）

　　　My brother   .

□⑵　私は今晩カレーを食べたいです。　　（ eat curry this evening ）

　　　I   .

  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，（　　）

内の語を使うこと。

□⑴　何か幸福なことを思い出そうとしなさい。　　（ something ）

　　　Try to remember 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑵　私はそこで何もおもしろいものを見ませんでした。　　（ anything ）

　　　I didn’t see 　　　　　　　 　　　　　　　 there.

□⑶　私は何か冷たいものを飲みたいです。　　（ something ）

　　　I want to drink 　　　　　　　 　　　　　　　 .

  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　私は音楽家になりたいです。  I （ be / want / a musician / to ）.
　　　I   .

□⑵　あなたはどこに行きたいのですか。  Where （ want / to / you / do ） go?

　　　Where   go?
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定期テストの前に確認しよう！

 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　私は昨日ラケットを買いました。

　　　I bought a 　　　　　　　 yesterday.

□⑵　その時計はとても高価です。

　　　The clock is very 　　　　　　　　 .

□⑶　これはあなたへのプレゼントです。

　　　This is a 　　　　　　　 for you.

□⑷　英語で話してください。

　　　Please speak 　　　　　　　 English.

□⑸　ピザはどうですか。

　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 pizza?

□⑹　この公園にはとてもたくさんの鳥がいます。

　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 so many birds in this park.

　　　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，（　　）

内の語を使うこと。

□⑴　私たちはテレビで映画を見ることが好きです。　　（ watch ）

　　　We like 　　　　　　　 　　　　　　　 movies on TV.

□⑵　あなたは明日どこへ行きたいですか。　　（ go ）

　　　Where do you want 　　　　　　　 　　　　　　　 tomorrow?

□⑶　私はあなたのよい友だちになりたいです。　　（ be ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 your good friend.

□⑷　私は何か簡単なことをしたいです。　　（ do ）

　　　I want 　　　　　　　 　　　　　　　 something easy.

　　　次の日本文の意味を表す英文を完成させなさい。ただし，（　　）内の語句を使うこと。

□⑴　私はじょうずに英語を話したいです。     （ speak English well ）

　　　I   .

□⑵　あなたは保育園の先生になりたいのですか。  （ be a nursery school teacher ）

　　　Do you   ?

□⑶　彼女はサッカーの選手になりたいのですか。　　（ be a soccer player ）

　　　Does she   ?

□⑷　彼はそのごみを家に持っていきたいのですか。　　（ bring the garbage home ）

　　　Does he   ?
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