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We call her Bell. 学習日　　　　　　月　 　　　　日

サイン　　　　　　　　　　　　　 

Unit
5

1 次の絵に合う単語を  の中から選んで  に書こう。また，その単語を書いて練習しよう。
□①　 　

guide
　　　

　

□②　 　

　

□③　 　

　

□④　 　

　

2 次の動
どう

詞
し

の過去形を  の中から選んで  に書こう。また，その単語を書いて練習しよう。
　　　　　　　　　原形 過去形

□①　 　

tell  →  told
　

　

□②　 　

send  → 
　

□③　 　

buy  → 
　

□④　 　

give  → 
　　　

□⑤　 　

teach  → 
　

□⑥　 　

become → 
　　　

□⑦　 　

lose  → 
　

□⑧　 　

win  → 
　

map
photo

overseas
guide

gave
told

taught
sent
lost

bought
won

became
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3 絵に合うように，「～に…を―しました」という英文を書こう。「…」に入る語句は  の中から選ん
で書こう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□①　 Ms. Suzuki taught us

□②　 Tom showed

□③　 Miho

□④　 Ms. White

cookies　　science　　a soccer ball　　happy news

4 絵に合うように，「―は～を…と呼
よ

びます」という英文を書こう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□①　 I call my rabbit

□②　 We call

□③　 Emily calls

□④　 My friends

●①

taught / us

●②

showed / me

●③

 told / her parents

●④

gave / us

●①

my rabbit / Mimi

●②

the flower / himawari

●③

her brother / Ben

●④

me / Rika-chan
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5 絵に合うように，「―は～を…にします〔しました〕」という英文を書こう。「…」に入る語は  の中
から選んで書こう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□①　 My cat makes me

□②　 His story makes

□③　

□④　

tired　　sad　　happy　　excited

6 次の英文に合う絵を選んで，記号を〇でかこもう。
□①　We call the clothes yukata. 
　　　

□②　This picture book makes me happy.
　　　

□③　Takeru showed us a picture. 
　　　

　

●①

My cat / makes / me

●②

His story / makes / us

●③

The news / made / us

●④

Math homework / 
makes / her

a　　　　　　 　　b　　　 

a　　　　　　 　　b　　　 

a　　　　　　 　　b　　　 
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7 次の英文の  に入る正しい語を（　　）の中から選んで書こう。

□①　I   my brother a lot of books last year.　（ called / gave ）

□②　We   our dog Daisy.　（ call / teach ）

□③　English homework   me so tired.　（ makes / buys ）

□④　My father   us an exciting story.　（ called / told ）

8 絵に合う英文になるように，（　　）の中の語句を並
なら

べかえて，全文を書こう。ただし，文のはじめに
くる語は大文字で書きはじめよう。

□①　　　　　　　　　　　　

□②　　　　　　　　　　　　

Shopping （ makes　　happy　　my sister ）.

（ me　　my mother　　math　　taught ） yesterday.

 ①絵の中のタクヤになったつもりで，ハナコの質問に対する答えを書こ
う。②ハナコの質問に対するあなたの答えを書いて，言ってみよう。

　

①　 They call me

②　

ハナコ タクヤ

My friends call me Hana.  

What do your friends call you?
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Review ② （Unit 5 ～ 6） 学習日　　　　　　月　 　　　　日

サイン　　　　　　　　　　　　　 

1 次の絵に合う単語を  の中から選んで  に書こう。
□① 　　　　　　　　　　　　　  □② 　　　　　　　　　　　　　  □③ 　　　　　　　　　　　　

□④ 　　　　　　　　　　　　　  □⑤ 　　　　　　　　　　　　　  □⑥ 　　　　　　　　　　　　

build　　map　　photo　　shrine　　guide　　overseas

2 絵に合うように，英文の  に入る正しい語を（　　）の中から選んで書こう。
□①　　　　　　　　　　

□②　　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　　

□④　　　　　　　　　　

　

□⑤　　　　　　　　　　

□⑥　　　　　　　　　　

　

Pochi My sister   the dog Pochi. （ named / name ）

I   my sister a pen yesterday. （ gave / told ）

Rice is   in Japan. （ ate / eaten ）

Those temples were   by Mr. Mori.

 （ built / brought ）

? Is this magazine   in America? （ read / buy ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ こんにちは。

The letter wasn't   in Japanese.

 （ taken / written ）
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3 絵に合うように，「この～は…で作られます」という英文を書こう。「この～」に入る語句は  の中
から選んで書こう。ただし，文のはじめにくる語は大文字で書きはじめよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□①　 This car is made in Japan.

□②　  is made in Italy.

□③　  in Canada.

□④　  India.

this car　　this watch　　this bag　　this hat

4 絵に合うように，英文の  に入る正しい語を（　　）の中から選んで書こう。
□①　　　　　　　　　　　　　　　

□②　　　　　　　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　　　　　　　

　

●① ●② ●③ ●④

Bell!
We call   Bell.

（ her / hers ）

English is   by many people.

（ spoke / spoken ）

The photos   taken by my sister.

（ was / were ）
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5 絵に合う英文になるように，（　　）の中の語句を並
なら

べかえて，全文を書こう。ただし，文のはじめに
くる語は大文字で書きはじめよう。

□①　　　　　　　　　　　　　

□②　　　　　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　　　　　

6 絵を見て，ふきだしの（　　）に入れるのに最も適切なものを選んで，記号を〇でかこもう。
□①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
a　May I ask a question?
b　May I help you?
c　How are you?

 　　　
a　How long
b　How about
c　How many

□③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
a　Have you　　
b　Could I　　
c　Could you

 　　　
a　I'll take　　
b　I'll bring　　
c　I'll give

昨年 Mr. Brown （ us　　taught　　music ） last year.

Shopping （ makes　　happy　　me ）.

? （ these books　　by　　are　　read ） students?

?

?

112 18 817 19

617

112 18 817 19

617?

（　①　） What do you recommend?

I'm looking for a cute bag.
（　③　） show me a blue one?

I'm just looking. （　②　） this one?

Just a moment, please. （　④　） it.  How much is it?
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7 Jimと犬の Bettyについての英文を読んで， ① ～ ③  に入る英文を  の中から選び，英文を完
成させよう。

　Jim is 12 years old and he has a dog.  His parents gave him the dog as 

a birthday present.  ①   A doghouse was built by Jim's father for 

Betty.  Betty looked happy. 
　Jim and Betty always spend their time together.  Every morning, they 

walk in the park.  If it rains, they can't do that.  ②   Jim gives Betty 

food, too.  Every afternoon, he plays with her.  At night, Betty sleeps in 
her doghouse, but sometimes she sleeps in Jim's room with him.  Jim 

likes taking care of Betty.  ③

　Betty is an important member of Jim's family.

5

take care of ～　～の世話をする　

　 □①　〔　　　〕　　□②　〔　　　〕　　□③　〔　　　〕

8 洋服店でセールをします。その中で商品を ₁つ取り上げて宣
せん

伝
でん

することになりました。宣伝するため

のポスターを作ろう。  には，宣伝したい商品の絵をかこう。

①　 Look at !

②　 made in .

③　 The sale will start next .
It will end when the items are sold out.  Don't miss this chance!

item　品物，商品　　sold out　売り切れ　　miss　のがす

T-shirt　　pants　　shorts　　skirt　　sweater　　coat　　jacket
dress　　shoes　　bag　　cap　　hat　　glasses

Words

a　It makes Jim happy.
b　Jim named his dog Betty.
c　It makes them sad.

Words


