


／英語 3年　13◯開

PROGRAM 1 (1)　Bentos Are Interesting!

単語の確認

（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を完成させなさい。ただし，（　　）内の語（句）を使うこと。

（例）　彼女はトムにドアを開けるように頼みました。　　（ Tom，open the door ）

　　　She asked   .

□⑴　彼は由紀に彼を手伝うように頼みました。　　（ Yuki，help him ）

　　　He asked   .

□⑵　彼女に明日ここに来るように頼んでもらえますか。　　（ her，come here tomorrow ）

　　　Can you ask   ?

□⑶　母は私に部屋を掃除するように言いました。　　（ me，clean my room ）

　　　My mother told   .

   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）　私は彼女に買い物に行くように頼みました。

　　　I （ her / asked / to go shopping ）.
　　　I   .

□⑴　私は彼にギターをひくように頼みました。

　　　I （ to play the guitar / asked / him ）.
　　　I   .

□⑵　父は私たちに一生懸命に数学を勉強するように言いました。

　　　My father （ told / to study math hard / us ）.
　　　My father   .

  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）　私はあなたにこの本を読んでほしいと思います。　　（ read ）

　　　I 　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 this book.

□⑴　私たちは彼らに私たちの町を訪れてほしいです。　　（ visit ）

　　　We want them 　　　　　　　 　　　　　　　 our town.

□⑵　私はあなたに私とテニスをしてほしいと思います。　　（ play ）

　　　I 　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 tennis with me.
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PROGRAM 1 (1)　Bentos Are Interesting!

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　blossom ［ ］ □⑵　noon ［ ］
□⑶　suitcase ［ ］ □⑷　colorful ［ ］
□⑸　wait for～ ［ ］ □⑹　Here is ～ . ［ ］
□⑺　in this way ［ ］

   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　彼はアンに彼にその写真を見せるように頼みました。　　（ Ann，show him the picture ）

　　　He asked   .

□⑵　あなたにこの部屋を掃除するように頼んでもよいですか。　　（ you，clean this room ）

　　　Can I ask   ?

□⑶　彼のおとうさんは彼にテレビを消すように言いました。　　（ him，turn off the TV ）

　　　His father told   .

   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　私は父に私に新しいかばんを買ってくれるように頼みました。

　　　I （ my father / to buy me a new bag / asked ）.
　　　I   .

□⑵　彼女にあとで私に電話をするように頼んでいただけませんか。

　　　Could you （ ask / to call me later / her ）?
　　　Could you   ?

□⑶　私が彼らに 5時前に家に帰るように言いましょう。

　　　I’ll （ to go home / tell / them ） before five o’clock.

　　　I’ll   before five o’clock.

  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　あなたは私に何をしてほしいのですか。　　（ do ）

　　　What do you want me 　　　　　　　 　　　　　　　 ?

□⑵　私たちは彼らに私たちを手伝ってほしいと思いました。　　（ help ）

　　　We 　　　　　　　 them 　　　　　　　 　　　　　　　 us.

  （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□　　私はマイクに私といっしょに来るように頼みました。　　（ Mike，come with me ）
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PROGRAM 1 (1)　Bentos Are Interesting!

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。⑻は過去形にしなさい。

□⑴　（おもに）果樹の花  □⑵　正午  

□⑶　スーツケース  □⑷　色彩に富んだ  

□⑸　～を待つ  □⑹　これが～です。  

□⑺　このようにして  □⑻　tell  

   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　祖母は私に彼女のイヌを散歩させるように頼みました。　　（ me，walk her dog ）

　　　My grandmother asked   .

□⑵　ウッド先生に私たちを手伝うように頼みましょう。　　（ Ms. Wood，help us ）

　　　Let’s ask   .

□⑶　健太に宿題をするように言ってもらえますか。　　（ Kenta，do his homework ）

　　　Can you tell   ?

   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　母は私たちに花に水をやるように頼みました。

　　　Our mother （ to water the flowers / asked / us ）.
　　　Our mother   .

□⑵　あなたはマイクに何をするように頼みましたか。

　　　What did you （ Mike / to do / ask ）?
　　　What did you   ?

□⑶　彼は彼の息子に 6時に起きるように言いました。

　　　He （ told / to get up at six o’clock / his son ）.
　　　He   .

  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　私はあなたたちにもっとじょうずな選手になってほしいです。　　（ become ）

　　　I 　　　　　　　 you 　　　　　　　 　　　　　　　 better players.

□⑵　私はマイクにパーティーに来てほしいと思いました。　　（ come ）

　　　I 　　　　　　　 Mike 　　　　　　　 　　　　　　　 to the party.

  （　　）内の語句を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□　　私は父に私の自転車を修理するように頼みました。　　（ my father，repair my bike ）
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PROGRAM 1 (1)　Bentos Are Interesting!

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　まだ正午前です。

　　　It’s still before 　　　　　　　 .

□⑵　あの桜の花を見て。

　　　Look at those cherry 　　　　　　　 .

□⑶　風呂敷はこのようにして使うことができます。

　　　We can use furoshiki in this 　　　　　　　 .

□⑷　これがあなたのかぎよ。

　　　　　　　　　　 is your key.

□⑸　多くの人たちがバスを待っています。

　　　Many people are waiting 　　　　　　　 a bus.

　　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　私は窓を閉めるようにマイクに頼みました。

　　　I （ Mike / to / the window / close / asked ）.
　　　I   .

□⑵　私の母はテレビゲームをするのを止めるように私に言いました。

　　　My mother （ me / playing / video games / to / told / stop ）.
　　　My mother   .

□⑶　私たちはユキにピアノをひいてほしかったです。

　　　We （ Yuki / the piano / to / play / wanted ）.
　　　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。

□⑴　彼女に私たちにケーキを作ってくれるように頼みましょう。

　　　Let’s ask 　　　　　　　 　　　　　　　 make a cake for us.

□⑵　あなたは彼に私に電話をするように言いましたか。

　　　Did you 　　　　　　　 　　　　　　　 to call me?

□⑶　私はあなたにそのようなことはしてほしくなかったです。

　　　I didn’t 　　　　　　　 you to 　　　　　　　 such a thing.

　　（　　）内の語句を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は兄に私といっしょに勉強するように頼みました。　　（ my brother，study with me ）

　　　 

□⑵　私の母は私に夕食前に入浴するよう言います。

   （ my mother,  take a bath，before dinner ）
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