
1. 口を開けて。

Open your mouth.

2. 公園に行こう。

Let's go to the park.

3. 教科書を開いて。

Open your textbook.

4. 私のを使って。

Use mine.

5. 急いで！

Hurry up!

6. お昼を食べよう。

Let’s have lunch.

7. 起立！

Stand up!

8. 私の手紙を読まないで。

Don't read my letter.

9. 食べすぎないで。

Don't eat too much.

10. 駅まで歩きましょう。

Let's walk to the station.
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11. お年寄りには親切にしなさい。

Be kind to old people.

12. どうぞおすわりください。

Take a seat, please.

13. 静かにしなさい！

Be quiet!

14. いい子にしてなさい。

Be a good boy.

15. 待って！

Wait for me!

16. 座りなさい。

Sit down.

17. このボタンを押してね。

Push this button.

18. カップをテーブルに置きなさい。

Put your cup on the table.

19. ドアを開けてください。

Open the door, please.

20. 椅子を動かして。

Move the chair.
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21. 気をつけて運転してね。

Drive carefully.

22. こっちへ来て！

Come here!

23. 窓を閉めてください。

Close the window, please.

24. それをしなさい！

Do it!

25. タクシーをつかまえよう。

Let’s get a taxi.

26. 箱の中をのぞいてごらん。

Look in the box.

27. 出て行け！

Get out!

28. あの鳥を見てごらん。

Look at that bird.

29. 外で遊びなさい！

Play outside!

30. 暗くなってから外出してはいけない。

Don't go out after dark.
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31. 他人の悪口を言ってはいけません。

Don’t say bad things about others.

32. 次の駅で降りましょう。

Let’s get off at the next station.

33. 電話に出て。

Answer the phone.

34. 怒るなよ。

Don’t be angry.

35. その写真、見せて。

Show me the picture.

36. 私を1人にしないで。

Don’t leave me alone.

37. 私をそこへ連れて行ってください。

Please take me there.

38. 怖がらないで。

Don’t be afraid.

39. あの車は選ばないでください。

Please don’t choose that car.

40. タクシーを呼んでください。

Please call a taxi.

4 中



命令文

41. 休憩しよう。

Let’s take a rest.

42. 彼を夕食に招くのはよそう。

Let’s not invite him to dinner.

43. 今日は出かけるのはよそう。

Let’s not go out today.

44. 夕飯前におやつを食べるのはやめておこう。

Let’s not eat snacks before dinner.

45. 今夜、彼に会うのはやめておきましょう。

Let’s not meet him tonight.

46. 勇敢になれ！

Be brave!

47. みんなに真実を伝えてちょうだい。

Tell the truth to everybody.

48. 明日までにレポートを仕上げなさい。

Finish the report by tomorrow.

49. 1日3回、この薬を飲みなさい。

Take this medicine three times a day.

50. 朝早く私に電話してこないでください。

Please don’t call me early in the morning.
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