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Let`s practice “Don`t”, “Please”, “Let`s” sentences.

Don`t, Please, Let`s で始まる文章を練習しよう！

1
はじ　 ぶんしょう　れんしゅう

① Don`t ～！（～しないで！）

② Please ～ .（～してください。）

③ Let`s ～（～しよう！）

例） Don`t run in this room! ( この部屋の中で走らないで！）

    Please wash the dishes. ( お皿を洗ってください）

　　Let`s go for a walk!  ( 散歩に行こう！）

例） Don`t be noisy! ( うるさくしないで）

　　Please be quiet. ( 静かにしてください）

　　Let`s be kind. ( やさしくしよう）

へや　　なか　 はし

パターンを

おぼえよう！

Don`t/Please/Let`s ＋ 動きの英語

Don`t/Please/Let`s  ＋ be　＋　動きの英語以外

うご　　　　　　えいご

うご　　　　　　えいご　  いがい

さら　あら

さんぽ　  い

しず

Example)1．Don`t open the window!　　（窓を開けないで！）

        2．Don`t give up!　　（諦めないで！）

Example)1．Please close the door.　　（ドアを閉めてください。）

        2． Please be ready by 5PM.  (5pm までに準備をしてください。）

Example)1．Let`s stop watching TV and study English. 

　　　　　(テレビを見るのをやめて、英語を勉強しよう！）

        2．Let`s take pictures together. ( 一緒に写真を撮ろう。）

まど 　あ

あきら

し

じゅんび

み　　　　　　　　　　　　　えいご　　べんきょう

いっしょ　しゃしん　　と

Lesson7 重要表現②
じゅうようひょうげん

Very important expressions
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Choose the right expression. 
①～③の文章に合う表現をＡ～Ｃからそれぞれ選ぼう！表現は 1回ずつ使えるよ。

2
ぶんしょう　あ　 ひょうげん 　　　　　　　　　　　　　　 えら  　　　ひょうげん　　かい  　　つか

ピンクで書いてある

表現はテストで良くでるので

しっかり覚えよう！

か

ひょうげん　　　　　　　　よ

　おぼ

①I want to become a soccer player (                    ).

A: for the first time   B: in the future   C: for a long time

②I came to Canada (                   ).

③I didn`t meet Cathy (                      ). 

for the first time ( はじめて）　　　　For example （たとえば）

in the future ( しょうらい）　　　　　 at once  ( すぐに）

for a long time （ながいあいだ）　　　  right away ( すぐに）

  表現を

おぼえよう！

ひょうげん

サッカーせんしゅになりたい

カナダにきました

キャシーに会いませんでした

Choose the right answer to the questions. 
①～③の文章に合う答え方をＡ～Ｃから選ぼう！
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① How about eating lunch at the park?

②Would you like a cup of tea?

③Do you want to go out for dinner?

A: I think so.   B: Good idea.    C: Yes, I am.

A: No problem.   B: I see.    C: Yes, please.

A: Sounds good.   B: Yes, I am.    C: No problem.

ぶんしょう　あ　 こた　　かた　　　　　　　　　えら

Lesson7 重要表現②
じゅうようひょうげん

Very important expressions


