


Unit 2 (1)　Our School Trip

／英語 3年　◯光

単語の確認
□ amusement アミユーズメント 娯楽，遊び，遊具

□ harmony ハーモニ 調和，一致，和合

□ shrine シユライン 神社

□ afraid アフレイド 恐れる，こわい

□ perfect パーフイクト 完璧な，理想的な

□ I’ve I haveの短縮形
□ Come on, guys. さあさあ，みんな。

□ amusement park アミユーズメント パーク 遊園地

□ scenery スイーナリ 風景，景色，景観

□ sunset サンセト 夕焼け

□ busy ビズイ 忙しい

□ wooden ウドン 木でできた，木製の

□ be afraid of ～ ～がこわい

□ not ～ at all 〔否定文で〕全然，少しも

（例）にならって解きましょう。

   次の文を，「～し終わっている」という今の状況を言う文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語

を書きなさい。

（例）　I cleaned my room.   （私は部屋を片づけました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 my room.

□　　I played the game.   （私はそのゲームをしました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the game.

   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，［　　］

内の語を適当な形に直して使うこと。

（例）　彼は宿題を終えました。　　［ f inish ］

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 his homework.

□　　彼女は車を洗い終えました。　　［ wash ］

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 her car.

   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，already，finally，just から

選んで書きなさい。

（例）　父親はちょうど仕事を終えたところです。

　　　My father has 　　　　　　　 f inished his work.

□　　私たちはすでにその城に行きました。

　　　We have 　　　　　　　 visited the castle.

   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。

（例）　私たちはついにその山に登りました。

　　　We （ f inally / climbed / have ） the mountain.

　　　We   the mountain.

□　　バスはちょうど到着したところです。

　　　The bus （ arrived / has / just ）.
　　　The bus   .
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Unit 2 (1)　Our School Trip

　英語 3年／◯光

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。

 単語の練習 次の英語を日本語にしなさい。

□⑴　amusement ［ ］ □⑵　amusement park ［ ］

□⑶　harmony ［ ］ □⑷　scenery ［ ］

□⑸　shrine ［ ］ □⑹　sunset ［ ］

□⑺　afraid ［ ］ □⑻　busy ［ ］

□⑼　perfect ［ ］ □⑽　wooden ［ ］

□⑾　be afraid of ～ ［ ］ □⑿　Come on, guys. ［ ］

□⒀　not ～ at all ［ ］

   次の文を，「～し終わっている」という今の状況を言う文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語

を書きなさい。

□⑴　They cooked dinner.   （彼らは夕食を料理しました。）

　　　They 　　　　　　　 　　　　　　　 dinner.

□⑵　I read the book.     （私はその本を読みました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the book.

   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，［　　］

内の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　絵里は顔を洗い終えました。　　［ wash ］

　　　Eri 　　　　　　　 　　　　　　　 her face.

□⑵　秀
ひで

吉
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は城を建て終わりました。　　［ build ］

　　　Hideyoshi 　　　　　　　 　　　　　　　 the castle.

   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，already，finally，just から

選んで書きなさい。

□⑴　ブラウン先生はようやくニューヨークに着きました。

　　　Ms. Brown has 　　　　　　　 arrived in New York.

□⑵　私はちょうど新しいかばんを買ったところです。

　　　I have 　　　　　　　 bought a new bag.

   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。

□⑴　私はすでに歩き始めました。

　　　I （ already / have / started ） walking.

　　　I   walking.

□⑵　彼女はちょうどピアノを練習したところです。

　　　She （ has / practiced / just ） the piano.

　　　She   the piano.
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Unit 2 (1)　Our School Trip

／英語 3年　◯光

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。

 単語の練習 次の日本語を英語にしなさい。⑾は短縮形にしなさい。

□⑴　娯楽，遊び，遊具  □⑵　遊園地  

□⑶　調和，一致，和合  □⑷　風景，景色，景観  

□⑸　神社  □⑹　夕焼け  

□⑺　恐れる，こわい  □⑻　忙しい  

□⑼　完璧な，理想的な  □⑽　木でできた，木製の  

□⑾　I have  □⑿　～がこわい

□⒀　さあさあ，みんな。 □⒁　〔否定文で〕全然，少しも

   次の文を，「～し終わっている」という今の状況を言う文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語

を書きなさい。

□⑴　I opened the box.        （私は箱を開けました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the box.

□⑵　I looked at these pictures.   （私はこれらの写真を見ました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 at these pictures.

   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，［　　］

内の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　彼は窓を閉じ終えました。　　［ close ］

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 the windows.

□⑵　リオスは手紙を書き終えました。　　［ write ］

　　　Rios 　　　　　　　 　　　　　　　 the letter.

   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，already，finally，just から

選んで書きなさい。

□⑴　私はもうそのEメールを読みました。

　　　I have 　　　　　　　 read the e-mail.

□⑵　彼らはちょうど図書館に着いたところです。

　　　They have 　　　　　　　 arrived at the library.

   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。

□⑴　私たちはついにその動画を見ました。

　　　We （ watched / have / f inally ） the video.

　　　We   the video.

□⑵　彼女はすでにオーストラリアについて大いに学びました。

　　　She （ already / has / learned ） a lot about Australia.

　　　She   a lot about Australia.
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Unit 2 (1)　Our School Trip

　英語 3年／◯光

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　私は台風がこわいです。

　　　I am 　　　　　　　 　　　　　　　 a typhoon.

□⑵　彼らは全然練習できませんでした。

　　　They could not practice 　　　　　　　 　　　　　　　 .

□⑶　さあさあ，みんな。電車が来ましたよ。

　　　　　　　　　　 　　　　　　　 , guys.   The train is coming.

□⑷　神社，森，美しい空。それらは完璧な調和のもとにあります。

　　　The shrine, the forest, the beautiful sky.   They’re in 　　　　　　　 harmony.

　　　次の文を，「～し終わっている」という今の状況を言う文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語

を書きなさい。

□⑴　We opened the windows.   （私たちは窓を開けました。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 the windows.

□⑵　I read the magazine.     （私はその雑誌を読みました。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the magazine.

　　　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，［　　］

内の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　絵里はギターを練習し終えました。　　［ practice ］

　　　Eri 　　　　　　　 　　　　　　　 the guitar.

□⑵　私の妹は庭をきれいにし終えました。　　［ clean ］

　　　My sister 　　　　　　　 　　　　　　　 the garden.

　　　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，already，finally，just から

選んで書きなさい。

□⑴　私はちょうど歌い終えたところです。

　　　I have 　　　　　　　 f inished singing.

□⑵　ティナはついにそのカメラを買いました。

　　　Tina has 　　　　　　　 bought the camera.

　　　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。

□　　私たちはすでにその動物園へ行きました。

　　　We （ have / visited / already ） the zoo.

　　　We   the zoo.
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