
26 twenty-six twenty-seven

Lucy knows that Alex bought a new tennis racket. 学習日　　　　　　月　 　　　　日

サイン　　　　　　　　　　　　　 

Unit
6

1 次の絵に合う語句を  の中から選んで  に書こう。また，その語句を書いて練習しよう。
□①　 　

believe
　　　

　

□②　 　

be able to
　

□③　 　

　

□④　 　

　

□⑤　 　

　

□⑥　 　

　

□⑦　 　

　

□⑧　 　

　

2 次の絵に合う語句を  の中から選んで  に書こう。また，その語句を書いて練習しよう。
□①　 　

planet
　　　

　

□②　 　

　

□③　 　

　

□④　 　

　

believe
think

come back
pick up

pass the exam
move to
wake up

be able to

clever
planet
earth

gold medal
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27twenty-six twenty-seven

3 絵に合うように，thatを使って，「―は～ということを知っています」という英文を書こう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□①　 I know that Emi went to the park.

□②　 Kana knows that

□③　

□④　

4 絵に合うように，「―は～ということを…します」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　 I think that my sister will come back at f ive.

□②　 Lucy said that

□③　

□④　

they will win the game　　Alex bought the racket
my sister will come back at five　　he will get a gold medal

●①

I / 
Emi went to the park

Emi
●②

Kana / 
Alex loves his dog

●③

We /
Tom is able to speak 
Japanese

Tom
●④

Akira / 
a new restaurant will 
open tomorrow

Akira

●①

I / think

●②

Lucy / said

●③

They / hope

●④

We / believe
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28 twenty-eight twenty-nine

5 絵に合うように，「―は～が〔で〕…です」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　 Alex is sad that he can't play tennis.

□②　 I am glad that

□③　

□④　

she got a ticket　　she passed the exam
he will move to the next town　　he can't play tennis

6 次の英文が絵に合うものには〇を，合わないものには×を書こう。
□①　　　　　　　　　　　　

□②　　　　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　　　　

●①

Alex / sad

●②

I / glad

●③

Jane / happy

Jane ●④

We / sorry

I know that he woke up at six this morning. 〔　　　〕

Mike

Emma Emma heard Mike became a doctor. 〔　　　〕

Rena I was sad I read the letter from Rena. 〔　　　〕
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29twenty-eight twenty-nine

7 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　　　　　　　　　　

　

8 絵に合う英文になるように，（　　）の中の語を並
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　　　　　　　　　　　　

Yuki I  Yuki's dream will come true.

 （ say / believe ）

Ryo They are  Ryo is absent from school.

 （ sorry / difficult ）
Kevin

Kevin  he began learning karate.

 （ said / heard ）

Mary
Mary was  she ate a delicious cake.

 （ sad / happy ）

（ it　　I　　that　　hope ） will be sunny this weekend.

Mark

（ were　　we　　Mark　　glad ） came to the party.

 マナ（Mana）が朝，家族のきょうの予定表を見ています。マナになっ
たつもりで，「わたしは，…（家族）は～すると思います」と，マナの家
族を ₁人あげて，その予定を表す文を書いて，言ってみよう。

 

ヒント 　this morning　　this afternoon

　　　　　wash the car　　practice tennis

　　　　　study English　　read a book

　　　　　watch TV　　go to the library

　

I think my sister will visit 

her friend this morning.

Mana
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38 thirty-eight thirty-nine

Review ② （Unit 5 〜 8） 学習日　　　　　　月　 　　　　日

サイン　　　　　　　　　　　　　 

1 次の絵に合う語句を  の中から選んで  に書こう。
□① 　　　　　　　　　　　　　  □② 　　　　　　　　　　　　　  □③ 　　　　　　　　　　　　

□④ 　　　　　　　　　　　　　  □⑤ 　　　　　　　　　　　　　  □⑥ 　　　　　　　　　　　　

□⑦ 　　　　　　　　　　　　　  □⑧ 　　　　　　　　　　　　　  □⑨ 　　　　　　　　　　　　

earth　　healthy　　call back　　wake up
take medicine　　wind　　push　　move to　　polite

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

□②　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　

□④　　　　　　　　　

　

healthy

I  the train at seven. （ get on / get off ）

Is he  now? （ inside / outside ）

─ Yes, he is.

This room is  . （ dark / dirty ）

We must think about the  .

（ volunteer activity / environment ）
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39thirty-eight thirty-nine

3 絵に合うように，①・②は「―は～ということを…します」，③・④は「―は～が〔で〕…です」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　 I think that her dog is clever.

□②　 Amy knows that

□③　 We are happy that

□④　 Mike is

her brother plays tennis well　　his toy was broken
her dog is clever　　our team won the game

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

□②　　　　　　　　　　　　　　　

□③　　　　　　　　　　　　　　　

　

●①

I / think

●②

Amy / knows

Amy

Amy's
brother

●③

We / happy

●④

Mike / sad

Mike

雷
門

Ken It is fun for Ken  on a trip.

（ go / to go ）

Mr. Green

Mr. Green wants his son  hard.

（ to study / studying ）

I am  tired to read these books.

（ to / too ）
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40 forty forty-one

5 絵に合う英文になるように，（　　）の中の語を並
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　Shall I
b　Will it
c　Will you

 　　　
a　Shall I
b　Shall we
c　May I

□③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
a　Could I
b　Could you
c　Have you

 　　　
a　I'm afraid
b　I'm happy
c　I'm fine

Yuki
Yuki （ she　　was　　glad ） got a present.

Ryo

Ann

（ Ann　　Ryo　　to　　asked ） pick up that pencil.

I'm （ that　　so　　I　　shy ） can't talk to anyone.

（　①　） open the window?

Sure.

（　②　） go to the library tomorrow?

Yes, let's.

（　③　） check my report?

All right.

Would you like to play soccer with us?

（　④　） I don't have time now.
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41forty forty-one

7 インド映
えい

画
が

についての英文を読んで，  の中に  の ₃つの文を並べかえて入れるとき，適する
順番になるように，〔　　〕に記号を書こう。

　Have you ever heard the word ’Bollywood?Æ  I think you know 
’Hollywood.Æ  Many American movies are made there.  Hollywood is 
famous for American movies.  On the other hand, Bombay （now we call 
it Mumbai） is famous for Indian movies.  It is a city in India.  Many Indian 
movies are made there, so we call Indian movies ’Bollywood.Æ
　If you see a movie at a theater in India, you'll be 
surprised.    You may think that 
Indian movies are too long to see until the end at 
theaters.  But don't worry.  You can take a rest during the intermission.

5

be famous for 〜　〜で有名である　　on the other hand　一方では　　

Indian　インドの　　take a rest　休けいする　　intermission　休けい時間

　 

　feelings　感情 □〔　　　　→　　　　→　　　　〕

8 浜
はま

辺
べ

の清
せい

掃
そう

イベントのお知らせを作っています。書き出しの語句に続けて，①には参加者に事前に伝
えておきたい注意事

じ

項
こう

を，②にはイベント当日に参加者にしてほしいことを考えて書き，お知らせを完
成させよう。

Clean Asahi Beach

We are looking for volunteers!  We'll hold an event to clean the 
beach.  Why don't you join the event and keep our beach clean?

Date:　　July 1st Saturday, 9 a.m. ～ 11 a.m.

※①　 We're sorry that  .

※When you join the event, ②　 we would like you to
 .

5

would like A to 〜 ＝want A to 〜

you must not swim in the sea　　we won't have the event if it rains
we don't have any parking lots　　bring work gloves〔trash bags〕
wear a cap or a hat　　tell us your name

　parking lot　駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう

　　work gloves　軍手

Words

a　In Indian movies, actors dance to express their feelings.
b　Second, there is an intermission in the movie because Indian movies are long.
c　First, people in India enjoy dancing together when they see the movies.

Words
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