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3 Unit 4　（教科書 p.46～ 55）

（Presentation 1を含む）

●名詞の複数形  ●How many ...?

●命令文など
｢…しなさい｣ と指示する文（命令文）には主語がなく，動詞で文をはじめる

わたしはレモンが1個ほしいです。

わたしはレモンが2個ほしいです。

ドギーバッグを取りなさい。

――彼らはウサギを
3羽飼っています。

彼らはウサギを何羽飼
か

っていますか。

それを使いましょう。

基本文を書いてみよう    〔4点×2〕

上の図解解説を参考に，次の〈　　〉内の単語を英文中の①～③のどこかに入れ，全文を書いてみましょう。
⑴　 How  ① eggs  ② do you  ③ want  ? 　あなたは卵を何個ほしいですか。　〈 many  〉
　　  

⑵　① Let’s  ② this  ③ computer  . 　このコンピューターを使いましょう。　〈 use  〉
　　  

基本文の語順 〔4点×4〕

上の図解解説を参考に，（　　）内の語や符号を並べかえて，日本文に合う英文を完成しましょう。
⑴　（ dogs  / have  / two  / I  / .  ）　わたしはイヌを２匹飼っています。 

　　  

⑵　（ baseball  / play  / in  / let’s  ） the park.  公園で野球をしましょう。
　　   the park.

⑶　（ many  / you  / brothers  / how  / do  ） have ?　あなたには兄弟が何人いますか。  

　　   have?

⑷　（ house  / his  / to  / go  / .  ）　彼の家に行きなさい。
　　  

基本文の確かめ 〔4点×4〕

絵を見て，「あなたはいくつ〔何人〕の...を～ですか」とたずねる文とそれに答える文を完成しましょう。

⑴　  many dictionaries do you have? ―― I have two dictionaries.

⑵　   oranges do you want? ―― I want five oranges.

⑶　  many  do you use? ―― I use  boxes.

⑷　  ? ――  

 I  want  a  lemon  .

 I  want  two  lemons  .

 Take  a  doggy  bag  .

 Letʼs  use  it  .

名詞に (e)sを
つけて複数形に ──

 How many  rabbits  do  they  have  ?

 They  have  three  rabbits  .

｢いくつの｣ How manyのあとの名詞は複数形

Yes / Noを使わず，数を答える

｢…しましょう｣ と提案する文は，〈Let's＋動詞〉ではじめる

（文頭にくる語は大文字で書きはじめること）

⑴　have

 dictionary

⑵　want

 orange

⑶　use

 box

⑷　know

 teacher
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英文完成 〔5点×3〕

日本文に合うように，英文を完成しましょう。
⑴　わたしのギターを使いなさい。
　  my guitar.

⑵　あなたは傘を何本持っていますか。
　  many  do you have?

⑶　英語を話しましょう。
　   English.

文の書きかえ 〔5点×3〕

（　　）内の指示にしたがって書きかえた文を完成しましょう。
⑴　We study math on Sunday.　（ ｢～しましょう｣という意味の文に ）
  →   

⑵　I want an apple.　（ 下線部をsomeにかえた文に ）
  →  

⑶　You eat breakfast every day. （ ｢～しなさい｣という意味の文に ）
　→   

対話文読解 〔5点×2〕

次の対話文を読んで，あとの各問いに答えましょう。

Lily :  Is this your *room?  Oh, you have many *CDs.  How many 

CDs do you have?

Ken : I have about a hundred CDs.  Let’s *listen to music.

Lily : OK. （注） room：部屋    CD：コンパクトディスク    listen to ...：…を聞く

⑴　次の文が本文の内容に合うように，（　　）に適する日本語を書きなさい。
　　健（Ken）はリリー（LiLy）に，（ ）ことを提案している。
⑵　次の質問に，健になったつもりで答えなさい。
　　How many CDs do you have? ―― 

　　　　　　　　　　　 　《持ち物の数を伝える》
　例を参考に，あなたの持ち物について，「何をいくつ持っているか」伝える英文
を書いてみましょう。
例　I have five bags. 〔8点〕

⑴　「…しなさい」という命令
文は主語がなく，動詞ではじ
める。
⑵　数をたずねる疑問文。
「傘」はumbrella。
⑶　｢…しましょう｣の文は主
語がない。

⑴　主語を省略し，｢…しま
しょう｣という意味の語で文
をはじめる。
⑵　someは複数を表すので，
次に続く名詞も複数形にする。
⑶　｢…しなさい｣と指示する
文。

⑴　３行目参照。
⑵　３行 目参照。How many 

～?は数をたずねる疑問文。

　　　　　 次の日本語を英語になおしましょう。 〔2点×6〕

⑴　親  ⑵　食べ物  

⑶　全部，全員，すべて，みな 　 ⑷　いちばん好きな，お気に入りの      

⑸　なるほど。わかった。  .

⑹　失礼ですが。  .

　例文は｢わたしはバッグを
５つ持っています｣という意
味。I haveのあとに，〈数を
表す語＋名詞〉を続ける。
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