
Unit4-2 p.60-61

１．次の英文を読んで、あとの問いに答えなさい。

Kaito: Are there any house rules?

Mrs.Wilson: Yes. You must come home (①) six.

Kaito: Six o'clock? Isn't that a little early?

Mrs.Wilson: Well, We have dinner (②) six.

Kaito: ③(     )(     ).

Mrs.Wilson: And ④( if / you / have / a / special / plan / later / in / the /  evening ）,

⑤（you / must / not / go / out / alone ）.

Kaito: Oh, …. Isn't it safe in the evening?

Mrs.Wilson: No, ⑥(     )(     ) young boys and girls. I'll take you there

and ⑦(     ) you (     ).

Kaito: OK. I understand.

(１)　①・②にあてはまる言葉を下の中から選びそれぞれ答えなさい。

(２)　下線部③を「なるほど/分かりました」の意味になるように英語を書きなさい。

(３)　下線部④を「もし夜遅くに特別な予定があるときは」の意味になるように並び替えなさい。

(４)　下線部⑤を「あなたは一人で外出してはいけない」の意味になるように並び替えなさい。

(５)　下線部⑥を「若者にとっては違います」の意味になるように英語を書きなさい。

(６)　下線部⑦を「あなたを迎えに行く」の意味になるように英語を書きなさい。

２．次の日本語を英語にしなさい。

(１)　私は部屋を掃除しなければいけない。≪5字で≫

(２)　彼は5時までに宿題をし終えた。≪7字で≫

３．次の文を《》の指示に従って書き換えなさい。

(１)　You must not speak here.≪Don'tから始まる同じ意味の文に≫

(２)　The park has beautiful flowers.≪Thereから始まる同じ意味の文に≫
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(１) 　Don't speak here.　※Don't ～：～するな

(２) 　There are beautiful flowers in the park.　※There are ～：～がある

2

(１) 　I must clean my room.

(２) 　He finished doing his homework by five.　※finish ～ing：～し終える　※by+時間：～時までに

(５) 　（　　not　　）（　　 for　　） young boys and girls

(６) 　（　　　pick　　　） you （　　　up　　　）

(３) 　if you have a special plan later in the evening,

(４) 　You must not go out alone.

(１)① by (１)② at (２) I see.
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