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次のようなとき，英語でどう言いますか。（　）内の語数で書きなさい。

⑴ 自分は料理が得意だと言うとき。（４語）

I .

⑵ このコンピュータを使ってはいけないと言うとき。（４語）

 this computer.

⑶ 自分の国では，英語は話されていないと言うとき。（６語）

English .

⑷ 自分は毎日バスで通学していると言うとき。（８語）

 次のようなとき，英語でどう言いますか。ただし，（　）内の語を使

うこと。

⑴ その知らせを聞いて驚いたことを伝えたいとき。（ hear ）

⑵ 目の前にあるＴシャツの金額を知りたいとき。（ how ）

⑶ 自分をリカと呼んでくれるようにと言うとき。（ please ）

⑷ 自分はケンと同じ年であることを伝えるとき。（ as ）

 あなたは，アメリカから来た留学生の Johnと，休み時間に教室で

話をしています。あなたならどのように英語で表しますか。５語以上

の英文を書きなさい。 〈三重〉

次の日曜日にコンサートに行こうと誘うとき。

⑴ 「～が得意だ」は be
good at ～ ingで表す。

⑵　「～してはいけない」
はmust not で表す。

⑶ 「～されていない」は
受け身の文で表す。

⑷ 「バスで」は by bus
で表す。

⑴ 「～して驚く」は〈be
surprised to＋動詞の
原形〉で表す。

⑵ 金額をたずねるとき
はHow much ～ ? で
表す。

⑶ 「　を　と呼ぶ」は
call 　 　 で表す。

⑷　「～と同じくらい…
だ」は as ... as ～で表
す。

A B
A B

　相手を誘うときは Lets 
～ . 「～しましょう。」や，
Shall we ～ ? 「～しまし
ょうか。」などで表す。

’

指示に合わせて書こう333 ●正解数

／13問

学習日　　月　　日

英語・英作文6

英語の文を書く前に，設問の指示をしっかりチェックしよう！書き終わったら，もう一度語数や
文の指示に合わせて書けているかを見直すことも大切だよ。

 次のようなとき，英語でどう言いますか。　　に適する語を書いて，

英文を完成させなさい。

⑴ 有名な野球選手に会えて興奮していると言うとき。

 I m excited  that famous 

baseball player.

⑵ 相手に，今テレビを見るべきではないと言うとき。

 You   TV 

now.

⑶ 相手からもらった本について，ずっとほしかったと言うとき。

　　I  this book for a long time.

⑷ 公園に行く道を教えてもらうように頼むとき。

 Could you 　　　　　　　　 me

to the park?

’

　作るべき文を日本語で考えよう！
相手のペンを使ってもいいか，たずねるとき。

あなたのペンを使ってもいいですか。

　日本語から，使える連語表現などを考えよう！
あなたのペンを使ってもいいですか。

「～してもいいですか」＝May［Can］I ～ ?

　残りの語句を考え，文を完成させよう！
「あなたのペン」＝ your pen，「使う」＝ use

May[Can] I use your pen?

次のようなとき，英語でどう言いますか。

相手のペンを使ってもいいか，たずねるとき。

「～してもいいです
か」は，許可を求め
る表現だね。

「あなたの」に言いかえる 疑問文「～ですか」

⑴　「～して興奮している」
は〈be excited to＋動
詞の原形〉で表す。

⑵　「～するべきではない」
は，should not または
must notで表す。

⑶　「ずっと～だ」は，現
在完了の文（継続用法）
で表す。

⑷　「教える」は tellまた
は show で表す。

「確認編」では、考えてみようで
英作文の書き方をステップごとに
学ぶことができます！

わからないときは
ヒントで確認できます！

最終大問では、入試問題に
挑戦できます！
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絵を使った英作文999 ●得点

学習日　　月　　日

／100点

絵を使った英作文では，絵から状況を理解することが大切！書く内容を把握してから，
語数や文の数，指定語句などに注意して書こう。

　　 　絵を見て，次の問いに Sheで始まる，動詞を含む４語以上の英文１文（Sheは数えない）で答え

なさい。ただし，短縮形や略式表現は1語とする。（例：I’m＝１語，I am＝２語） （15点）〈沖縄〉

What is the girl wearing a cap doing now?

　　 　次の２枚の絵は，昨夜，正人（Masato）が自宅の部屋で過ごしていたときのようすです。絵の

状況を説明した下の英文の（　a　），（　b　）に入る適当な英語を書きなさい。ただし，それぞ

れ単語を４語以上使用し，１文となるように書くこと。 （10点×２）〈佐賀〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Last night Masato （　a　）.  Then, he （　b　）.

a　Last night Masato  .

b　Then, he  .

　　 　次の絵について，自然な会話になるように　　　に入る適当な表現を3語以上の英語で書き

なさい。2文以上になってもかまいません。なお，会話は①～④の順に行われています。（. , ? ! 

などの符号は語数に含めません。） （20点）〈島根〉

①Mr. Baker.

② Yes.

Then

③  ④ Sure. 
Here you 
are.
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　　 　あなたは，次の地図上の★の地点で外国からの旅行者に道をたずねられました。あなたはたずね

られた場所までの道順を，英語で説明します。次の に適切な英文を書き，会話を完成させな

さい。ただし，2文以内で書くこと。また，次の 内の語を使ってもかまいません。（20点）〈高知〉

 【WORDS】light　信号機　　corner　角

 

　　 　ハヤト（Hayato）と留学生のナンシー（Nancy）は，町で人気のハンバーガー店に行きました。

この場面で，ハヤトの質問に対してナンシーは何と答えると思いますか。その言葉を英語で書き

なさい。ただし，語の数は 20語程度（. , ? ! などの符号は語数に含まない）とすること。

 （25点）〈千葉〉

　　　　　ハンバーガー：hamburger　　待つ：wait　　とてもおいしい：delicious　　別の日に：another day　　
もう一度：again

Sakura
Museum

City
Hall

Sakura
Library

Sakura
BankMidori

Park

light

★

Supermarket

You are here.

旅行者：Excuse me.  Could you tell me how to get to the Sakura Museum?

あなた：Sure.   　                        You ll find it on your right.

旅行者：Thank you for helping me.

あなた：You re welcome.

’

’

What do you 

want to do, Nancy?

「実践編」では、入試問題を
ジャンル別におさえることができます！

「語句」を参考にして
取り組むこともできます！


