
ワークブック Step1 １年  命令文         No.1w032 
 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、お父さんと話をしています。 

読んでみましょう。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 

Mike: Sounds great.  Let’s ride the roller coaster.  Let’s eat the chicken near the 

roller coaster.  I love that chicken. 

Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 

Kathy: Let’s see some shows.  I want to see Ellie.  She is very cute.   

Dad: Don’t forget your camera.  Let’s take pictures with Ellie. 

Kathy: Good idea!  Thanks, Dad!  

Mom: Be quiet!  It’s time to go to bed!   Say good night to your father and go to bed 

soon. 

Mike and Kathy: Oh, good night, Dad.  Good night, Mom. 

Dad and Mom: Good night. 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 

 

【ポイントを確認しよう】 

１ マイクがＯＤＰでしたいことは何ですか。 

 
２ キャシーがＯＤＰでしたいことは何ですか。 

 
３ ＯＤＰはどのようなところだと思いますか。 

 
 

 

 

 



ワークブック Step2 １年  命令文         No.1w033 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、お父さんと話をしています。しかし、文章の一部がわか

らなくなっています。会話の流れに合うように、下の□から選んで、記号を書きましょ

う。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 
Mike: Sounds great.  Let’s ride the roller coaster.   
 （     Ａ     ）near the roller coaster.  I love that 

chicken. 
Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 
Kathy: （     Ｂ     ）.  I want to see Ellie.  She is very 

cute.   
Dad: （     Ｃ     ）.  Let’s take pictures with Ellie. 
Kathy: Good idea!  Thanks, Dad!  
Mom: （     Ｄ    ）!  It’s time to go to bed!   
 （     Ｅ     ）to your father and go to bed soon. 

Mike and Kathy: Oh, good night, Dad.  Good night, Mom. 
Dad and Mom: Good night. 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 
ア Let’s see some shows 

イ Say good night  

ウ Let’s eat the chicken  

エ Don’t forget your camera 

オ Be quiet 

 
【答え】 

Ａ（    ） Ｄ（    ） 

Ｂ（    ） Ｅ（    ） 

Ｃ（    ） 



ワークブック Step3 １年  命令文         No.1w034 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、それぞれがいろいろな提案をしています。 

〔  〕内の日本語をもとに、会話文のあいているところに英語を書きましょう。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 

Mike: Sounds great.                                             . 

〔ジェットコースターに乗ろうよ〕 

                                           〔チキンを食べようよ〕

near the roller coaster.  I love that chicken. 

Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 

Kathy:                                      〔いくつかショーを見ようよ〕.  

I want to see Ellie.  She is very cute.   

Dad:                                            〔カメラを持っていく

のを忘れるなよ〕.  Let’s take pictures with Ellie. 

Kathy: Good idea!  Thanks,Dad!  

 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ワークブック Step4 １年  命令文         No.1w035 
次の会話ではそれぞれいろいろな提案をしています。自然な流れになるように、下の□の

中から選んで記号を書きましょう。 

 
１ A: (      )  

 B: Sure. I like history. 
You can learn about Osaka history. 

 
２ A: (      ) 

 B: I’m sorry, I’m not a soccer fan.  
 But I am a fan of baseball. 

 
３ A: (      ) 
 B: Sounds nice. What is the title? 
 A: "Detective K". 
 
４ A: It is very hot today. Let’s go swimming. 
 B: Good idea. (      ) 
    
５ A: Do you like Osaka Kigeki? 
 B: Yes. It is funny. 
 A: (      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア：Let’s go to the sea. 
イ：Let’s watch a movie next Sunday. 
ウ：Let’s go to watch a soccer game. 
エ：Let’s buy tickets for it. 
オ：Let’s visit the History Museum. 

history：歴史  learn：学ぶ 

fan：ファン 

title：題名 

Detective K：探偵 K（映画の題名） 

Osaka Kigeki：大阪喜劇団による喜劇 

funny：おもしろい 

movie：映画 ticket：チケット the History Museum：歴史博物館 



ワークブック Step1 １年  命令文         No.1w032 
 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、お父さんと話をしています。 

読んでみましょう。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 

Mike: Sounds great.  Let’s ride the roller coaster.  Let’s eat the chicken near the 

roller coaster.  I love that chicken. 

Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 

Kathy: Let’s see some shows.  I want to see Ellie.  She is very cute.   

Dad: Don’t forget your camera.  Let’s take pictures with Ellie. 

Kathy: Good idea!  Thanks, Dad!  

Mom: Be quiet!  It’s time to go to bed!   Say good night to your father and go to bed 

soon. 

Mike and Kathy: Oh, good night, Dad.  Good night, Mom. 

Dad and Mom: Good night. 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 

 

【ポイントを確認しよう】 

１ マイクがＯＤＰでしたいことは何ですか。 

 ジェットコースターに乗ること。その近くでチキンを食べること。 

２ キャシーがＯＤＰでしたいことは何ですか。 

 ショーを見ること。エリーに会うこと。 

３ ＯＤＰはどのようなところだと思いますか。 

 遊園地（テーマパーク）  

 

 

 

 

解答 



ワークブック Step2 １年  命令文         No.1w033 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、お父さんと話をしています。しかし、文章の一部がわか

らなくなっています。会話の流れに合うように、下の□から選んで、記号を書きましょ

う。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 
Mike: Sounds great.  Let’s ride the roller coaster.   
 （     Ａ     ）near the roller coaster.  I love that 

chicken. 
Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 
Kathy: （     Ｂ     ）.  I want to see Ellie.  She is very 

cute.   
Dad: （     Ｃ     ）.  Let’s take pictures with Ellie. 
Kathy: Good idea!  Thanks, Dad!  
Mom: （     Ｄ    ）!  It’s time to go to bed!   
 （     Ｅ     ）to your father and go to bed soon. 

Mike and Kathy: Oh, good night, Dad.  Good night, Mom. 
Dad and Mom: Good night. 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 

ア Let’s see some shows 

イ Say good night  

ウ Let’s eat the chicken  

エ Don’t forget your camera 

オ Be quiet 

 
【答え】 

Ａ（  ウ  ） Ｄ（  オ  ） 

Ｂ（  ア  ） Ｅ（  イ  ） 

Ｃ（  エ  ） 

解答 



ワークブック Step3 １年  命令文         No.1w034 
マイク（Mike）とキャシー（Kathy）の兄妹は、週末に家族でＯＤＰ（Osaka Dream Park

の略）へ遊びに行くことになり、それぞれがいろいろな提案をしています。 

〔  〕内の日本語をもとに、会話文のあいているところに英語を書きましょう。 

 

Dad: Let’s go to ODP next Sunday.  We can enjoy many rides. 

Mike: Sounds great.     Let’s ride the roller coaster     . 

〔ジェットコースターに乗ろうよ〕 

      Let’s eat the chicken      〔チキンを食べようよ〕

near the roller coaster.  I love that chicken. 

Dad: OK.  I love it, too.  But I don’t like the roller coaster… 

Kathy:      Let’s see some shows    〔いくつかショーを見ようよ〕.  

I want to see Ellie.  She is very cute.   

Dad:      Don’t forget your camera    〔カメラを持っていく

のを忘れるなよ〕.  Let’s take pictures with Ellie. 

Kathy: Good idea!  Thanks,Dad!  

 

 

ride 〔名詞〕乗り物、〔動詞〕乗る roller coaster ジェットコースター chicken 鶏肉、チキン 
show ショー Ellie エリー（ODP のキャラクター） forget 忘れる    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答例 



ワークブック Step4 １年  命令文         No.1w035 
次の会話ではそれぞれいろいろな提案をしています。自然な流れになるように、下の□の

中から選んで記号を書きましょう。 

 
１ A: (  オ  )  

 B: Sure. I like history. 
You can learn about Osaka history. 

 
２ A: (  ウ  ) 

 B: I’m sorry, I’m not a soccer fan.  
 But I am a fan of baseball. 

 
３ A: (  イ  ) 
 B: Sounds nice. What is the title? 
 A: "Detective K". 
 
４ A: It is very hot today. Let’s go swimming. 
 B: Good idea. (  ア  ) 
    
５ A: Do you like Osaka Kigeki? 
 B: Yes. It is funny. 
 A: (  エ  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア：Let’s go to the sea. 
イ：Let’s watch a movie next Sunday. 
ウ：Let’s go to watch a soccer game. 
エ：Let’s buy tickets for it. 
オ：Let’s visit the History Museum. 

history：歴史  learn：学ぶ 

fan：ファン 

title：題名 

Detective K：探偵 K（映画の題名） 

Osaka Kigeki：大阪喜劇団による喜劇 

funny：おもしろい 

movie：映画 ticket：チケット the History Museum：歴史博物館 

解答 


