
ワークブック Step1 3 年 主語＋tell,want など＋目的語＋to 不定詞 No.3w021 

【モデル文を読んでみよう】 
ジェーン(Jane)はトム(Tom)と明日の話をしています。 
 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday. 

I’m going to have a birthday party for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. I want you to buy some juice. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem. Yesterday, I asked Mike to play the guitar. 

And I’ll tell Mary to make a cake because she is good at 

cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It will start at 6 p.m. tomorrow. So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow. 
happen  起こる   Bob  ボブ（ジェーンの弟）   join  参加する   juice  ジュース 
No problem  問題ありません   be good at ~ ~が得意である 

 
【ポイントを確認しよう】 

１．明日に何が行われますか。（                  ） 
 
２．トム(Tom)は何をするよう頼まれましたか。

（               ） 
 
３．マイク(Mike)に頼んだこと,メアリー( Mary)に言うことはそれぞれ何ですか。 

マイク ：（                         ） 
メアリー：（                         ） 

 
４．そのイベントが行われるのはいつですか。（              ） 



ワークブック Step2  3 年 主語＋tell,want など＋目的語＋to 不定詞 No.3w022 

 
ジェーン(Jane)はトム(Tom)と明日の話をしています。①～③の［    ］内の語

を並べ替えて、下の解答欄に書きましょう。 
 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday. 

I’m going to have a birthday party for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. ①[ buy / want / juice / I / some / to / you ]. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem.  

Yesterday, ②[ guitar / I / Mike / asked / the / play / to ]. 

And ③[ tell / to / a / Mary / I’ll / cake / make ] because she is 

good at cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It will start at 6 p.m. tomorrow. So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow. 
 

① 

② 

③ 



ワークブック Step3 3 年 主語＋tell,wantなど＋目的語＋to不定詞    No.3w023 
ジェーン(Jane)は弟のボブ(Bob)のために誕生日パーティを開くことにしました。明

日のパーティについて、下のメモをトム(Tom)に伝えようとしています。メモを参考

にし、次の会話文の（  ）に適する語を１語ずつ入れて英文を完成させましょう。 
 

・誕生日パーティを開くことを伝える 

・ジュースを買ってきてほしいこと 

・Mike にはギターをひくよう頼んだこと 

・Mary にはケーキを作ってもらうよう言う予定であること 

・パーティは明日午後６時に始まること 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday.  

I’m (           )(           )(           ) a birthday party 

for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. I (       )(        )(         )(        ) some juice. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem.  

Yesterday, I (        ) Mike (         )(         )(         ) 

(         ). 

And (         ) tell (         )(         )(         ) a cake 

because she is good at cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It (         )(         ) at 6 p.m. tomorrow.  

So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow.

メ モ 



ワークブック Step4 3 年 主語＋tell,wantなど＋目的語＋to不定詞   No.3w024 

 
ジェーン( Jane )は弟のボブ(Bob)のために誕生日パーティを開くことにしました。友

だちのマイク(Mike)に下のメモの内容を伝えるため、手紙を書こうとしています。

ジェーンになったつもりで、下のメモを参考にして解答欄に続けて手紙を完成させま

しょう。 
 

・Bob のために誕生日パーティを開くこと 

・Mike にはギターをひいてほしいこと 

・Tom にはジュースを買ってきてもらうよう言う予定であること 

・Mary にはケーキを作ってもらうよう頼む予定であること 

・パーティは来週の日曜日の午後６時に始まること 

 
 
 Hi, Mike.                                                      

 
                                                                              

 
                                                           

 
                                                 

 
                                                     

 
                                                            

 
                                                            

 
                                                                            

 
                                                                            

 

メ モ 



ワークブック Step1 3 年 主語＋tell,want など＋目的語＋to 不定詞  No.3w021 
【モデル文を読んでみよう】 
ジェーン(Jane)はトム(Tom)と明日の話をしています。 
 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday.  

I’m going to have a birthday party for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. I want you to buy some juice. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem. Yesterday, I asked Mike to play the guitar. 

And I’ll tell Mary to make a cake because she is good at 

cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It will start at 6 p.m. tomorrow. So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow. 
happen  起こる   Bob  ボブ（ジェーンの弟）   join  参加する   juice  ジュース 
No problem  問題ありません   be good at ~ ~が得意である 

 
【ポイントを確認しよう】 

１．明日に何が行われますか。（  ボブの誕生日パーティ  ） 
 
２．トム(Tom)は何をするよう頼まれましたか。 

（ ジュースを買ってくるように頼まれた ） 
３．マイク(Mike)に頼んだこと, メアリー(Mary)に言うことはそれぞれ何ですか。 

マイク ：（  ギターを弾いてもらうこと  ） 
メアリー：（  ケーキを作ってもらうこと  ） 

４．そのイベントが行われるのはいつですか。（   明日の午後 6 時から   ） 

解答 



ワークブック Step2  3 年 主語＋tell,want など＋目的語＋to 不定詞 No.3w022 

 
ジェーン(Jane)はトム(Tom)と明日の話をしています。①～③の［    ］内の語

を並べ替えて、下の解答欄に書きましょう。 
 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday. 

I’m going to have a birthday party for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. ①[ buy / want / juice / I / some / to / you ]. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem.  

Yesterday, ②[ guitar / I / Mike / asked / the / play / to ]. 

And ③[ tell / to / a / Mary / I’ll / cake / make ] because she is 

good at cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It will start at 6 p.m. tomorrow. So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow. 
 

① I want you to buy some juice. 

② I asked Mike to play the guitar. 

③  I’ll tell Mary to make a cake. 

解答 



ワークブック Step3 3年 主語＋tell,wantなど＋目的語＋to不定詞   No.3w023 
ジェーン(Jane)は弟のボブ(Bob)のために誕生日パーティを開くことにしました。明

日のパーティについて、下のメモをトム(Tom)に伝えようとしています。メモを参考

にし、次の会話文の（  ）に適する語を１語ずつ入れて英文を完成させましょう。 
 

・誕生日パーティを開くことを伝える 

・ジュースを買ってきてほしいこと 

・Mike にはギターをひくよう頼んだこと 

・Mary にはケーキを作ってもらうよう言う予定であること 

・パーティは明日午後６時に始まること 

Jane: Hi, Tom. Do you have time to talk with me? 

Tom:  Yes, I do. What happened? 

Jane: Tomorrow is Bob’s birthday.  

I’m (    going    )(    to   )(    have   ) a birthday party 

for him.  

Can you join the party? 

Tom:  Sure. What can I do to help you?  

Jane: Thanks. I (  want  )(  you  )(  to  )(  buy  ) some juice. 

Tom:  OK. It’s easy. But shall I help you more?  

Jane: No problem.  

Yesterday, I (  asked  ) Mike (   to   )(   play   )(  the  ) 

(  guitar  ). 

And (   I’ll  ) tell (  Mary  )(  to  )(  make  ) a cake 

because she is good at cooking. 

Tom:  Sounds good. What time will the party start? 

Jane: It (  will  )(   start   ) at 6 p.m. tomorrow.  

So please come by 5:30. 

Tom:  OK. See you tomorrow.

メ モ 

解答 



ワークブック Step4  3 年 主語＋tell,want など＋目的語＋to 不定詞  No.3w024 

ジェーン( Jane )は弟のボブ(Bob)のために誕生日パーティを開くことにしました。友

だちのマイク(Mike)に下のメモの内容を伝えるため、手紙を書こうとしています。

ジェーンになったつもりで、下のメモを参考にして解答欄に続けて手紙を完成させま

しょう。 
 

・Bob のために誕生日パーティを開くこと 

・Mike にはギターをひいてほしいこと 

・Tom にはジュースを買ってきてもらうよう言う予定であること 

・Mary にはケーキを作ってもらうよう頼む予定であること 

・パーティは来週の日曜日の午後６時に始まること 

 
 
 Hi, Mike.  I'm going to have a birthday party for Bob.                                                     

 
 I want you to play the guitar.                                                                              

 
 And I will tell Tom to buy some juice.                                                          

 
 Also, I will ask Mary to make a cake.                                                

 
 The party will start at 6 p.m. next Sunday.                                                    

 
 Will you be free next Sunday?  I hope you can come to the party.                                                            

 
 See you soon.  Bye.                                                           

 
                                                                            

 
                                                                            

 

メ モ 

解答例 


