
中英1-6-1(1)
1. 命令文6章 命令文

● 命令文「～しなさい」

命令文は 主語を省略して、動詞の原形 で はじめます。

＊普通の文 You open the door. あなたはドアを開ける。

＊命令文 Open the door. ドアを 開けなさい。省略

be動詞の命令文

＊普通の文 You are quiet. あなたは静かです。

＊命令文 Be quiet. 静かに しなさい。省略

-s や –es の つかない形



中英1-6-1(2)
1 次の文を命令文にして、出来た文の意味を書きましょう。

(3) You read this book.

（ ）

(1) You close the window.

（ 窓を ）

close 閉める

(2) You study English every day.

（ ）

2 日本語に なおしましょう。

(1) Kumi, clean your room.

(2) Be a good boy, Tom.

(3) Come here. here ここ



中英1-6-1(2)
1 次の文を命令文にして、出来た文の意味を書きましょう。

(3) You read this book.

Read this book.                        （ この本を読みなさい。 ）

(1) You close the window.

Close the window.                    （ 窓を閉めなさい。 ）

close 閉める

(2) You study English every day.

Study English every day.           （ 毎日英語を勉強しなさい。 ）

2 日本語に なおしましょう。

(1) Kumi, clean your room.

(2) Be a good boy, Tom.

くみ、あなたの部屋を掃除しなさい。（きれいにしなさい）

(3) Come here.

良い少年になりなさい、トム。（いい子にしてなさい、トム）

ここに来なさい。

here ここ



中英1-6-1(3)
● 丁寧な命令文 「（どうぞ） ～ してください」

相手に頼むときに使う文で please を つけます。

（どうぞ）ドアを開けてください。

Please open the door.

コンマをつける

Open the door, please.

3 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) どうぞ すわってください。 down.

(2) 窓を閉めてください。 the window, .

(3) 静かにしてください。 quiet.

すわる sit down



中英1-6-1(3)
● 丁寧な命令文 「（どうぞ） ～ してください」

相手に頼むときに使う文で please を つけます。

（どうぞ）ドアを開けてください。

Please open the door.

コンマをつける

Open the door, please.

3 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) どうぞ すわってください。 Please   sit   down.

(2) 窓を閉めてください。 Close   the window, please   .

(3) 静かにしてください。 Please   be   quiet.

すわる sit down



中英1-6-1(4)
4 日本語に直しましょう。

(1) Please play the piano.

(2) Sing this song, please.

(3) Please come here, Ken.

careful  気をつける、注意深い(4) Be careful, please.

● 禁止の命令文「～しては いけません」

命令文の前に Don’t を つける

Don’t open the window.   窓を 開けては いけません。

Open the window. 窓を 開けなさい。

「窓を開けてください」 と ていねいに言うときは

Don’t open the window, please.

Please don’t open the window.



中英1-6-1(4)
4 日本語に直しましょう。

(1) Please play the piano.

ピアノを弾いてください。

(2) Sing this song, please.

この歌を歌ってください。

(3) Please come here, Ken.

ここに来てください、ケン。

careful  気をつける、注意深い(4) Be careful, please.

どうぞ 気をつけてください。

● 禁止の命令文「～しては いけません」

命令文の前に Don’t を つける

Don’t open the window.   窓を 開けては いけません。

Open the window. 窓を 開けなさい。

「窓を開けてください」 と ていねいに言うときは

Don’t open the window, please.

Please don’t open the window.



中英1-6-1(5)
5 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) このコンピューターを使ってはいけません。

this computer.

ここ

(2) 今 テレビを観ては いけません。

now.

(3) ここで食べないでください。

here,  .

6 日本語に直しましょう。

(1) Don’t swim in this river.

(2) Don’t come here, Tom.

(3) Don’t be late.

river  川

late  遅れる



中英1-6-1(5)
5 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) このコンピューターを使ってはいけません。

Don’t   use   this computer.

ここ

(2) 今 テレビを観ては いけません。

Don’t   watch   TV   now.

(3) ここで食べないでください。

Don’t   eat   here,  please .

6 日本語に直しましょう。

(1) Don’t swim in this river.

この川で 泳いでは いけません。

(2) Don’t come here, Tom.

ここに来ては いけません、トム。

(3) Don’t be late.

遅れては いけません。

river  川

late  遅れる



中英1-6-1(6)
● 相手を誘う文 「 ～ しましょう」

命令文の前に Let’s を つける

Let’s play tennis. テニスを しましょう。

No, let’s not. いいえ、やめておきましょう。

Yes, let’s. はい、そうしましょう。

7 日本語に直しましょう。

(1) Let’s go to the park.

(2) Let’s have lunch here.

(3) Let’s listen to music.    Yes, let’s. listen to  ～を聴く



中英1-6-1(6)
● 相手を誘う文 「 ～ しましょう」

命令文の前に Let’s を つける

Let’s play tennis. テニスを しましょう。

No, let’s not. いいえ、やめておきましょう。

Yes, let’s. はい、そうしましょう。

7 日本語に直しましょう。

(1) Let’s go to the park.

公園へ行きましょう。

(2) Let’s have lunch here.

ここで 昼食を食べましょう。

(3) Let’s listen to music.    Yes, let’s.

音楽を聴きましょう。 はい、そうしましょう。

listen to  ～を聴く



中英1-6-1(7)

中英1-6-1終了

命 令 文 の ま と め

You open the door.

Open the door.

Please open the door.

Don’t open the door.

Let’s open the door.

あなたはドアを開けます。

ドアを開けなさい。

ドアを開けてください。

ドアを開けては いけません。

ドアを開けましょう。

ふつうの文

命令文

ていねいな命令文

禁止の命令文

相手を誘う文

動詞の原形で始める



中英1-6-1(補)

1 次の文を〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) You help your mother.    〔「～しなさい」 という文に〕

補充問題

(2) You close the window.    〔「～してはいけません」 という文に〕

(3) You clean the room.    〔「～してください」 と ていねいに頼む文に〕

(4) We go to the library.    〔「～しましょう」 と さそう文に〕



中英1-6-1(補)
2 日本文に合うように、英語を書き入れなさい。

(1)   この絵を見なさい。

this picture.

(2)   図書館の中で 走らないでください。

in the library, .

(3)   ビル、公園に行きましょう。

Bill,  the park.

(4)   ここでは 静かにしてください。

quiet here.

(5)   早く起きなさい、トム。

, Tom.



中英1-6-1(補)

1 次の文を〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1) You help your mother.    〔「～しなさい」 という文に〕

Help your mother.                    

補充問題

(2) You close the window.    〔「～してはいけません」 という文に〕

Don’t close the window.            

(3) You clean the room.    〔「～してください」 と ていねいに頼む文に〕

Please clean the room.              

(4) We go to the library.    〔「～しましょう」 と さそう文に〕

Let’s go to the library.               



中英1-6-1(補)
2 日本文に合うように、英語を書き入れなさい。

(1)   この絵を見なさい。

Look   at    this picture.

(2)   図書館の中で 走らないでください。

Don’t   run    in the library, please    .

(3)   ビル、公園に行きましょう。

Bill,  let’s   go   to    the park.

(4)   ここでは 静かにしてください。

Please   be    quiet here.

(5)   早く起きなさい、トム。

Get   up   early    , Tom.


