
Unit4-3 p.62-63

１．次の英文を読んで、あとの問いに答えなさい。

Shin' Case Last night, when I finished ①(use) the bathroom, my host mother said, "Your

shower was ②(     )(     ). You should finish ③ it ④(     )(     )(     ).

I said to her, "Why do I have to do it so quickly? I can't finish ⑤(wash)

⑥( time / a / in / short / such )." She said, "(⑦) we must save water. We need

to take our showers quickly." ⑧(     )(     )(     )(     )?

Nami's Case My host father is good at cooking. Everyone enjoys ⑨(eat) his dinners, but 

there's one problem. He puts ⑩(     )(     ) food on my plates. I can't finish it all.

⑪( want / his / to / hurt / I / feelings / don't ). What can I say (⑫) he's giving 

me too much?

(１)　①・⑤・⑨の単語を適切な形に変えなさい。

(２)　下線部②を「長すぎる」の意味になるように英語を書きなさい。

(３)　下線部③が示すものを本文中から2語で抜き出しなさい。

(４)　下線部④を「10分以内に」の意味になるように英語を書きなさい。

(５)　下線部⑥を「そんな短い時間で」の意味になるように並び替えなさい。

(６)　⑦・⑫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。

(７)　下線部⑧を「私はどうしたら良いですか」の意味になるように英語を書きなさい。

(８)　下線部⑩を「多すぎる/大量の」の意味になるように英語を書きなさい。

(９)　下線部⑪を「私は彼の気持ちを傷つけたくありません」の意味になるように並び替えなさい。

２．次の日本語を英語にしなさい。

(１)　あなたは午前中にシャワーを浴びるべきです。≪8字で≫

(２)　彼は公園でテニスをして楽しみます。≪7字で≫

(３)　私は将来医者になりたいです。≪9字で≫

名前（ ） / 15

(３)
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because     if     when     so     but

1

(１)① (１)⑤ (１)⑨



Unit4-3 p.62-63

１．次の英文を読んで、あとの問いに答えなさい。

Shin' Case Last night, when I finished ①(use) the bathroom, my host mother said, "Your

shower was ②(     )(     ). You should finish ③ it ④(     )(     )(     ).

I said to her, "Why do I have to do it so quickly? I can't finish ⑤(wash)

⑥( time / a / in / short / such )." She said, "(⑦) we must save water. We need

to take our showers quickly." ⑧(     )(     )(     )(     )?

Nami's Case My host father is good at cooking. Everyone enjoys ⑨(eat) his dinners, but 

there's one problem. He puts ⑩(     )(     ) food on my plates. I can't finish it all.

⑪( want / his / to / hurt / I / feelings / don't ). What can I say (⑫) he's giving 

me too much?

(１)　①・⑤・⑨の単語を適切な形に変えなさい。

(２)　下線部②を「長すぎる」の意味になるように英語を書きなさい。

(３)　下線部③が示すものを本文中から2語で抜き出しなさい。

(４)　下線部④を「10分以内に」の意味になるように英語を書きなさい。

(５)　下線部⑥を「そんな短い時間で」の意味になるように並び替えなさい。

(６)　⑦・⑫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。

(７)　下線部⑧を「私はどうしたら良いですか」の意味になるように英語を書きなさい。

(８)　下線部⑩を「多すぎる/大量の」の意味になるように英語を書きなさい。

(９)　下線部⑪を「私は彼の気持ちを傷つけたくありません」の意味になるように並び替えなさい。

２．次の日本語を英語にしなさい。

(１)　あなたは午前中にシャワーを浴びるべきです。≪8字で≫

(２)　彼は公園でテニスをして楽しみます。≪7字で≫

(３)　私は将来医者になりたいです。≪9字で≫

名前（ ） / 15

(３) 　I want to be a doctor in the future.　※want to be～：～になりたい

2

(１) 　You should take your shower in the morning.　※take your(my) shower：シャワーを浴びる

(２) 　He enjoys playing tennis in the park.　※enjoy ～ing：～するのを楽しむ

(８) 　too much

(９) 　I don't want to hurt his feelings.

(６)⑫ when

(７) 　What should I do?　※should～：～すべき

(５) 　in such a short time

(６)⑦ Because

(３) your shower

(４) 　in ten minutes　※in ～ minutes：～分以内

(２) （　　　　too　　　　　）（　　　　　long　　　　）

(１)① using (１)⑤ washing (１)⑨ eating

because     if     when     so     but
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