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Unit 8 新しいバッグを買ってあげよう。 

≪この課のねらい・・第 4 文型、第 5 文型≫ 

この課では、give や buy などのように「目的語を２つとる動詞」と call や keep などのように 

「目的語と補語をとる動詞」を学習します。  

 

e.g.  She gave me a beautiful flower. 

     （彼女は私に美しい花をくれました。） 

  → 主語 + 動詞 + 目的語（人）+ 目的語（物） 

  ＝第 4 文型とよばれるものです。  

  He bought her a nice present. 

  （彼は彼女に素敵なプレゼントを買いました。）  

 

e.g.  They call me Tomo.  [me=Tomo] 

  （彼らは私をトモとよびます。） 

  → 主語 + 動詞 + 目的語 + 補語 

  ＝第 5 文型とよばれるものです。 

  Please keep your room clean. [your room=clean] 

  （あなたの部屋をきれいにしてください。） 

    補語は「説明」の言葉です。 

  例えば、 

    I am an employee.（私は従業員です。）という文の場合、 

    I が主語で an employee が補語です。つまり、I=an employee です。 

   The news made me sad. （その知らせを聞いて私は悲しくなった。）  

    目的語 me の様子の説明を sad でしています。つまり、me=sad です。 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. I will give you a present. What present do you want?  

 （プレゼントするよ。何がいいかな？） 

 

2. I will buy you a new bag.（新しいバッグを買ってあげよう。） 

 

3. It will make me very happy.（すごくうれしいなあ。） 

 

4. Mr. Yamada taught us English. 

 （山田さんは私たちに英語を教えました。） 

 

5. He always keeps his room clean. 

 （彼はいつも自分の部屋をきれいにしている。） 
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１ - ２・・・Role Playing   

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Hi, how are you? （やあ、調子はどうだい？） 

B: Fine. Today is my birthday. （いいですよ。今日は私の誕生日です。） 

A: Really? How old are you? （ホント？何歳になったの？） 

B: Twenty five years old. （２５歳。） 

A: I will give you a present. What present do you want?  

 （プレゼントするよ。何がいいかな？） 

B: Anything! （何でもいいよ!） 

A: OK, I will buy you a new bag.（オッケー、じゃ新しいバッグを買ってあげよう。） 

B: Wow! That will make me very happy. Thank you.  

 （わあ、すごくうれしいなあ。ありがとう。） 

A: You’re welcome.（どういたしまして。） 

 

２ - １・・・Activity 

重要文型ですので、繰り返し何度も練習してみましょう。 

 

1. She gave me a glass of orange juice.  

 （彼女は私にオレンジジュースをくれました。） 

 

2. Please show me your laptop. 

 （あなたのラップトップコンピューターを見せてください。） 

 

3. Mr. Yamada taught us English. 

 （山田さんは私たちに英語を教えました。） 

 

4. Yutaka will tell her the news. 

 （ユタカは彼女にそのニュースを知らせます。） 

 

5. My mother makes us breakfast every day. 

 （母は毎日私たちに朝食を作ります。） 
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２ - ２・・・Activity 

重要文型ですので、繰り返し何度も練習してみましょう。 

 

1. A lot of homework made me busy.  

 （たくさん仕事があって私は忙しかった。） 

 

2. He callｓ me Yutaka. 

 （彼は私をユタカとよびます。） 

 

3. The news made us excited. 

 （そのニュースを聞いて私たちは興奮した。） 

 

4. He always keeps his room clean. 

 （彼はいつも自分の部屋をきれいにしている。） 

 

5. A: What do you call this river?  

  （この川を何と呼びますか？） 

 B: We call it the Sumida River. 

  （墨田川とよびます。） 

 

 

２ - ３・・・Activity   

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【やあ、調子はどうだい？】 

B: Fine. Today is my birthday! （いいですよ。今日は私の誕生日です!） 

A: 【ホント？何歳になったの？】 

B: Twenty five years old. （２５歳。） 

A: 【プレゼントするよ。何がいいかな？】 

B: Anything ! （何でもいいよ!） 

A: 【オッケー、じゃ新しいバッグを買ってあげよう。】 

B: Wow!  That will make me very happy. Thank you.  

 （わあ、すごくうれしいなあ。ありがとう。） 

A: 【どういたしまして。】 
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Memorize these sentences – ８ 
 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. I will give you a present.  

 What present do you want?  

 

2. I will buy you a new bag. 

 

3. It will make me very happy. 

 

4. Mr. Yamada taught us English. 

 

5. He always keeps his room clean. 

 

 




