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セクション1 英語で聞いてみよう!

I Lookaroundyou!1

まわりを見てみよう!①

■省略

解説(D犬②ねこ③うさぎ④牛⑤きつね

⑥ライオン⑦くま⑧とら⑨おおかみ

回(1)cat (2)rabbit (3"ion (4)bear
回省略

解説ω太陽②自転車③雲④木⑤べンチ

(6)花⑦おはよう,メアリー。

⑧こんにちは[やあ],ビル。

つながる音に注意!

Good morning, Mary.

■(1)OHi @Good morning
(2) Maw BiⅡ

くもん出版

6 ・フページ

4 ・ 5＼'

英文^
(1)

メアリー

ビル

(2)
ビル

メアリー

.

:", BiⅡ.

: Good moming, Mary.

全訳

(1)

メアリー:こんにちは,ビル。

ビル:おはよう,メアリー。

②

:さようなら,メアリービル

メアリー:じゃあまたね,ビル。

Ⅱ2 Look around you!②
まわりを見てみよう!②

匝省略

: Good・bye, Mary.

: see you, BiⅡ.
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解説 a)ケーキ②サンドイッチ③ピザ(パイ)④ハ

ンバーガー(5)りんご(6)オレンジ(フ)にんじ

ん⑧かほちゃ⑨きゅうり

回圍①回

回回圖

英文 CD I-6

apple hamburg引 Pizza

Cake orange canot

回省略

解説 a)コンピュータ②机③本④カップ[茶わん]

(5)いす(6)ベッド⑦おやすみなさい,お母さん。

(8)おやすみなさい,ビル。

つながる音に注意!

Good)night, Mom.
■(1) Goodnight @Goodnight

(2) o see you @ Good・bye

英文^
(1)お母さん: Good night, BiⅡ.

ビル : Good night, Mom.

(2)ビル:seeyou, Mary.

メアリー: Good・bye, BiⅡ.

全訳

(Dお母さん:おやすみなさい,ビル。

おやすみなさい,お母さん。ビル

(2)ビル:じゃあまたね,メアリー。

メアリー:さようなら,ビル。

Ⅱヨ What'sthis? W'hat'sthat?
これは何?あれは何? 8 ・ 9、tージ

■省略

全訳

(D これは何ですか。ー(それは)犬です。

②あれは何ですか。ー(それは)ねこです。

回(1)cucumber (2)carrot (3)fox (4)wolf

英文,.

(1) what's this?吐's a cucumber.

(2) what's that?吐's a canot.

(3) what's this?吐's a fox.

(4) what'S 仙at?吐's a wolf.

全訳

きゅうりです。①これは何ですか。

ーにんじんです。②あれは何ですか。

③これは何ですか。 ーきつねです。

ーおおかみです。④あれは何ですか。

回(1) this Cat (2) that dog

英文^
(1) what's this?

14 ・ 15＼'

壮's a cat.耽's not a dog.

(2) what's that?

吐's a dog.耽's not a cat.

全訳

(りこれは何ですか。

ねこです。犬ではありません。

②あれは何ですか。

犬です。ねこではありません。

■(1) this carrot @that

(2)@ this @ wolf that

英文,

(1) what's this?
耽's a cucumber.耽's not a carrot.

What's that?

耽's a canot.能's not a cucumber.

(2) what's this?
It's a fox.吐's not a wo".

What's that?

壮's a wolf.吐's not a fox.

全訳

(Dこれは何ですか。

きゅうりです。にんじんではありません。

あれは何ですか。

にんじんです。きゅうりではありません。

②これは何ですか。

きつねです。おおかみではありません。

あれは何ですか。

おおかみです。きつねではありません。

I Bigorsma11?

大きい,それとも小さい?

■省略

全訳

①これは犬です。

小さい!それは小さいです。

②あれは犬です

大きい!それは大きいです。

回(,)1 New Old2 new

(2) 1 This @short That

英文 CD I-14

(1) This is a car.

New!耽's new.

That is a car.

Old!耽's old.

(2) This is a bridge.
Short! 1t's short.

That is a bridge.

ιong!耽's long.

Cucumber

fox

全訳

(D これは車です。

新しい!それは新しいです。

あれは車です。

古い!それは古いです。

②これは橋です。

短い!それは短いです。

あれは橋です。

長い!それは長いです。

目(,)1 b殉 2 big @dog

(2) 1 Sma11 2 SmaⅡ

英文 CD I-15

(1) A big dog!

This is a hig dog.

(2) A sma11 Ca"

This is a smaⅡ Cat.

Old

10ng

2 Goodmorning

おはよう

■省略

回(1)ア(2)ウ(3)イ

つながる音に注意!

.1t's a nice day today.

(英文)省略

全訳

ケン:おはよう,ポブ。

ボブ:やあ,ケン。

今日はいい天気ですね。

これから公園へ行きましょう。

回 Good evening @ Hi time

' dinner @have

つながる音に注意!

GO0●evening, Mr.white.

英文^
: Good evening, Mr. wh詫e.ケン

ホワイト氏:"i, Ken.吐'ssix o'clock.睦'stime
for dinner.

: Yes.1'm hungry.ケン

ホワイト氏:1.et's have dinner.

全訳

ケン

ホワイ

全訳

(D大きい犬!

これは大きい犬です。

(2)小さいねこ!

これは小さいねこです。

■(1)@short @bridge Long bridge

(2) hot Cold

英文^
(1) L0叩 or sh0雌?

Short! This is a shod bridge.

ιong or short?

ιong! That is a long bridge.

{2j Hot or cold?

HO"吐's hot.

Hot or cold?

Cold!耽's cold.

全訳

(D長いですか,それとも短いですか。

短い!これは短い橋です。

長いですか,それとも短いですか。

長い!あれは長い橋です。

(2)暑・いですか,それとも寒いですか。

暑い!暑いです。

暑いですか,それとも寒いですか。

寒い!寒いです。

Listen to me

12 ・13ページ聞いて!

■省略

回(1)run 栓)watch (3)sing (4)eat (5)walk
回省略

全訳

(D英語を勉強しなさい。

②私の言うことを聞きなさい。

③その魚を料理しなさい。

皿("study (2)Listen (3)Eat (4)sing

(5) watch

つながる音に注意!

Eat the_、apple.' sing_,asong.

英文,.

(1)S加dymath.(2)ιisten加music.

(3) Eatthe 叩Ple.(4) si叩 a s0叩.
(5) watch TV.

全訳

(D数学を勉強しなさい。②音楽を聞きなさい

(3)りんごを食べなさい。(4)歌を歌いなさい。

(5)テレビを見なさい。

セクション2 英語のあいさっを聞いてみよう

こんぱんは,ホワイトさん。

ト氏:やあ,ケン君。 6時です。

タ食の時問ですね。

:はい。ほくはおなかがすいています。ケン

ホワイト氏:タ食を食べましょう。

■(1)イ(2)ア(3)イ

つながる音に注意!

.1t's seven o'clock.

・ Brea1血St 廿lne !

10 ・ 11ページ

Cat



英文 CD I-23

ボブ:Goodmoming,Mom.

お母さん: Good moming, Bob.

It's seven o'clock. Breakfast "me!

:0κ. Let's ea"ボブ

何1時ですか,お母さん。

10時半よ。もう寝る時問ですよ,ボブ。

:明日は日1畷日だよ。

テレビを見ようよ。

お母さん:いけません。おやすみ,ボプ。

■(1)whattime (2) seven,moming (3)ウ
つながる音に注意!

GeLup aLeight.

英文^
ボブ : what "me iS 詮?

お母さん:1t's seven in 仙e moming.

ボブ: Todayissunday.1'msleepy

お母さん:0κ, Bob. Get up at eight.

全訳

ボブ:何時ですか?

お母さん:午前7時よ。

ボブ:今日は日昭日だよ。ぼく眠いようー・。

お摩さん:いいわ,ボブ。 81時に起きなさい。

REVIEW

まとめのテスト① 24 ・ 25ページ

匝(1)othis @ pizza that

(2) Long long Big

(3) Listen play Eat

英文・.

(1) what's this?

耽's a hamburger.

耻's not a pi立a.
What'S 仙at?

耽 S a pizza.

全訳

ボブ:おはよう,お母さん。

お母さん:おはよう,ポプ。

7時ですよ。朝ご飯の時問ですよ。

ボブ:わかった。さあ食べよう。

Z Nicetomeetyou

はじめまして

■省略

回(1)ア(2)Nice, meet (3)イ
つながる音に注意!

. Nice to meeLyou, Bob.
(英文)省略

全訳

ボブ:やあ,ケン。

ケン:やあ,ボブこちらは友だちのエミです。

エミ:はじめまして,ボブ

ボプ:はじめまして,エミ

ケン:一緒に音楽を演奏しましょう

回 ohiend @Nice meet meet

Let'S

テレビゲームをしましょう。

ケンとボブ:そうしょう!

Where is the ba11?Z

ボールはどこ? 18 ・ 19＼'ージ

■省略

回(1)イ(2)ア

つながる音に注意!

・ where is the baⅡ?

1英文}省略

全訳

ボールはどこにありますか。

机の上ですか,それとも机の下ですか。

ボールは机の上にあります。

そのボールをとってください。

回 lbaⅡ Under Where ' on

5 Where
●.ペ

解説 onは接触して上にある場合や,壁などにかかって

いる場合に使い,山derは接触してないで,下にあ

る場合に使う。

英文^
: where is my ba11?ケン

お母さん:吐's under 仙e chair.

: where is my bat?ケン

お母さん:耽's on the desk.

: where is my cap?ケン

お母さん:耽's on your head!

全訳

:ほくのボールはどこ?ケン

お母さん:いすの下よ。

:ほくのバットはどこ?ケン

お母さん:机の上よ。

:ぼくのぽうしはどこ?ケン

お母さん:あなたの頭の上よ!

■("イ(2)ウ

つながる音に注!

・ please lend it to me.

英文^
ボブ: where is your computer?
エミ:耽's on the 始ble.

ボブ: please lend 詫 to me.

エミ:0κ.

,6 ・ 17ヘ

英文,

ボブ: Hi,Emi. ThisismyhiendJane.

ジェーン: Nice to meet you, Emi.
エミ : Nice to meet yoU 如0.

ボブ: Let'seat1Ⅱnchtogether.

回(1)イ(2)イ(3)ウ

つながる音に注意!

WhaLtime isit?. wash your hands.
{英文}省略

全訳

お母さん:昼食の時問ですよ,ボブ。

ボブ:何時ですか?

お母さん:121時半よ。手を洗いなさい。

ボブ:わかりました。

目 WatchWhattime Ten thirty

' Good @night

英文,

ボブ: whattimeisit, Mom?

お母さん: Ten thirw.吐's your bed"me, Bob.

ボブ:Tomorrowissunday.
ιet's watch TV.

訟・

全訳

ボブ:やあ,エミ。

こちらは友だちのジェーンです。

:はじめまして,エミ。

:こちらこそはじめまして。

一緒にお昼を食べようよ。

(2)ウ

ジェ^ン

エミ

ボプ

■(1)ア

英文

ケン

ボブ

アヤ

全訳
ケン:ぽくは犬をたくさん飼っているんだ。

エミ:何匹ですか?

ケン:3 匹だよ。

エミ:そんなにたくさんですか!

私も鳥をたくさん飼ってるのよ。

ケン:何羽ですか?

エミ:10羽よ。

Z Howmany?

いくつ?

Ⅱ省略

回("イ(2)ウ

つながる音に注意!

・ 1 have a lot of birds.

(英文)省略

全訳

エミ:私はたくさんの鳥を飼っています。

ボブ:何羽ですか?

エミ:1,2,3,4,5,6,フ,8,9,10。

私は10羽の鳥を飼っています。

回 Three HOW . manyCats

TWO

つながる音に注意!

I have cats and dogs.

英文^
ボブ:1 have cats and dogs.

エミ: How many cats?

ボブ: Three cats.

エミ: How many dogs?

ボブ: Two dogs.

全訳

ボプ:ほくはねこと犬を飼っています。

エミ:ねこは何匹?

ボブ:3 匹だよ。

エミ:犬は何匹?

ボプ:2 匹だよ。

■(1)犬,3 (2)鳥,10

英文・

ケン:1 have a lot of dogs.

エミ: How many?

ケン: Three dogs.

エミ: so many! 1 have a lot of birds, too.

ケン: Howmany?

エミ: Ten.

: Hi, Bob. This is my sister

:怖, Aya. Nice to meet you

: Hi, Bob. Nice to meet you.

ιet's play video games.
ケンとボブ:0κ!

全訳

ケン

ボブ

アヤ

,

全訳

ポプ:あなたのコンピュータはどこですか。

エミ:テープルの上よ。

ボプ:それをぽくに貸してください。

エミ:いいわよ。

.

hamburger

big

XNhat time?Z

何時?

■省略

やあ,ボブ。こちらは妹のアヤです

ハイ,アヤ。はじめまして。

ハイ,ボプ。はじめまして。

お母さん: NO. Good night, Bob.

全訳

ボプ

お母さん

ボプ

即・ 21ページ



耽's not a hamburger.

(2) That is a bridge.

ιong! That is a long bridge!

Big or sma11?

引g!能's a big dog!
(3) usten 如 music.

Play music.
Eat lunch.

全訳

(D これは何ですか。

ハンバーガーです。

ビリではありません。

あれは何ですか。

ビザです。

ハンバーガーではありません。

②あれは橋です。

長い!あれは長い橋です。

大きい,それとも小さい?

大きい!それは大きい犬です

③音楽を聞きなさい。

音楽を演奏しなさい。

昼食を食べなさい。

friend @Nice @meet

O twelve fifteen @ eat Iunch

英文^
ボプ :俳, Mom. This is my hiend Ken.

: Nice 加 meet you.ケン

ボブのお母さん: Nice 加 meet you too.
吐's tweNe "fteen.

詫's lunch"me.

ιet's eatlunch 加gethe"

全訳

ボブ:ぽくはぺンをたくさん持っています。

ケン:何本ですか?

ボブ:5本です。

ケン:ノートは何冊ですか?

ボブ:1冊です。

ケン:あなたのノートはどこにあるのです力

ボブ:ベッドの上です。

セクション3 英語でお話を聞いてみよう!

目 I Linden andNancy l
リンデンとナンシー①

■ a)ウ(2)ウ

つながる音に注意!

・ 1 am an old tree.

(英文)省略

全訳

私はりンデンです。

私は木です

私は年老いた木です

回 01am anlam

つながる音に注意!

' 1 am a young girl.
、■J

英文^
Iam Nancy.

I am a young gi".

I am lonely.

全訳

私はナンシーです。

私は若い女の子です。

私はひとりほっちです。

回(1)ア(2)イ

(英文)省略

全訳

こんにちは,ナンシー。

あなたはいい女の子だよ。

あなたはかわいらしいですよ。

■ are (1)イ(2)アOld are

つながる音に注意!

. He110, my old tree.

英文^
He110, my old tree.

You are a nice tree.

You are great.

全訳

こんにちは,私の年とった木さん。

あなたはすてきな木だわ。

あなたは偉大だわ。

回

全訳

:やあ,お母さん。こちらは友だちのケンですボプ

:はじめまして。ケン

ポプのお母さん:こちらこそはじめまして。

12時15分です。

昼食の時問です。

一緒にお昼を食べましょう!

回(1)イ(2)1 (3)イ

英文^
ボブ:1 have a lot of pens.

ケン: Howmany?

ボブ: Five pens.

ケン: How manynotebooks?

ボブ: one.

ケン: where is your notebook?

ボプ':龍's on the bed.

回

Soccer回a LindenandNancy(②

リンーンとナンシー② 鼠)・ 31

■(1) POPO (2"am, meet
つながる音に注意!

I am happy to meet you.

(英文)省略

全訳

リンデン:こちらは手厶の友だちのポーポーです。

ナンシー:こんにちは,ポーポー。

ポーポー:お会いできてうれしいです。

回 This @is @吐'S ' YOU

英文,

ナンシー: This isa present.

酷's a nestfor popo.

リンデン: You are a kind gi".

全訳

ナンシー:これはプレゼントよ。

ポーポーのための巣よ。

リンデン:あなたは親切な女の子です。

回(1)ウ(2)ア

(英文)省略

全訳

ナンシー:いいお天気です。

あなたは大きくて美しいわ。

あなたは幸せですか。

リンデン:ええ,幸せですよ。

■ happy lonelyOld

(1)Are you (2)1 am happy

英文^
リンデン:1am old, huu am happy.

Are you lonely?

ナンシー: NO.1am notlonely.

Iam happy now.

Soccer

(1)イ

つながる音に注意!

・ 1 Watch it on Tv every night.

英文,.

11ike soccer too.

I watch 詮 on Tv every night.

BU" don't play soccer.

Dad says," You just like TV."

全訳

ほくはサッカーも好きです。

毎晩テレビでサッカーを見ます

でもぽくはサッカーはしません

お父さんは「君はテレビが好きなだけだよ」と言います。

回(1)ウ(2)イ

(英文j省略

全訳

お父さんもスポーツが好きです。

彼はサッカーが好きです。

ほくたちは一緒にテレビを見ます。

ぼくはお父さんと一締に試合を楽しみます。

■ Playf"ends eat

(1)イ(2)イ

つながる音に注意!

・ 1 don't eat lunch!

英文^
On sundays lwalk t0 仙e park.

I play baseba11 W詮h my hiends.

We play a11 day.

I don't eat lunch!

全訳

H曜日にはほくは公園へ歩いて行きます。

友だちと野球をするのです。

ほくたちは一日中野球をします。

ほくは昼食は食べません!

a Doyoulikemusic?

あなたは音楽が好きですか? 34・35,、'ージ

匝(1)ウ(2)イ

(英文)省略

全訳

ジェーン:これは父のジムです。

彼はジャズミュージシャンです。

:すごーい!ぽく1断皮の名前を知っています。ボプ

彼のCDを持っていますよ。

She know shethis

IikeWatch

glr

全訳

リンデン:不厶は年をとっていますが,幸せです。

あなたはさびしいですか。

ナンシー:いいえ。手厶はさびしくありません。

私は今幸せです。

110ve baseba11ヨ

私は野球が大好きです 能・33

■(1)イ(2)イ

(英文)省略

全訳

ぽくは野球が大好きです。

毎朝ほくは走ります。

放課後に野球をします。

毎Uお母さんは「勉強もしなさい!」と言います。



英文

ジェーン

.

ボブ

: And this is my mother.

She is a teacher.

:1 know h引 too.

She is my music teache"

..

全訳
ジェーン:それからこれは私の厩よ

彼女は先生なの。

:彼女も知っているよ。ボブ

彼女はほくの音楽の先生だもの!

回(1)ア,ウ

つながる音に注意!

.1 1ike 北 Very much.

{英文}省略

全訳

ボプ:あなたは音楽が好きですか。

ジェーン:ええ大好きよ。

ボブ:どんな種類の音楽を聞くの?

ジェーン:クラシックを聞くわ。ジャズは好きではな

いの

■ don'tplay gui始r ' playWhat

(1)イ

英文^
ジェーン: Do you play the piano?

: NO,1 don't play the piano.ボブ

ジェーン: what do you play,then?

ボブ:1Play仙eguitar.

We can play togeth引.

全訳

ケイ:士曜日には学校へ行くの?

エミ:いいえ,週に5日行くのよ。

ケイ:いいね!

エミ:そう。土峨日には生活をエンジョイしてるわ。

目(1)イ(2)イ

(英文)省略

全訳

ケイ:学校から帰宅するのはいつ?

エミ:6時半ごろよ。

ケイ:どうしてそんなに遅いの?

エミ:学校のサッカーチームに入っているからよ。

■ DO @yes PlayIike ' when

(1)ウ

英文^
エミ: Do you play soccer?

ケイ: oh, yes. hea11y like it!

エミ: when do you play?

ケイ:1 Play on sundays.

全訳

エミ:あなたはサッカーをするの?

ケイ:ああ,するよ。本当に好きなんだ!

エミ:いつするの?

ケイ:毎週日曜日にするんだ。

セクション4 相手にたずねる表現を聞いてみよう!

全訳

ボプ:ほくは野球が大好きです。

あなたはどんなスポーツが好きですか。

エミ:サッカーが大好きょ。

サッカーはわくわくするスポーツよ。

q wheredoyougo?

どこへ行くの? 42 ・ 43＼'ー

■名略

回(1)イ(2)イ(3)ウ

つながる音に注意!

Itake pictures of 丑Owers.

(英文)省略

全訳

ボプ:日昭日にはどこへ行きますか。

エミ:家の近くの公園に行きます。

ボブ:そこで何をするのですか。

エミ:花の写真をとります。

回 helWhatSaturdayhouse

get

つながる音に注意!

I help my unde, and get some money.

英文^
エミ: where do you go on weekends?

ボブ:1 go to my uncle's house.

I go there every saturday.

エミ: what do y0Ⅱ do there?

ボブ:1 he叩 my uncle, and get some money.

全訳

エミ:週末にはどこへ行きますか。

ボブ:おじさんの家に行きます。

そこへは毎週士曜日に行きます。

エミ:そこで何をするのですか。

ボプ:おじさんを手伝って,お金を少しもらいます。

■(1)where,go (2)sendai (3)七タリ

英文^
ボブ: where do you go on vacauon?

エミ:1 go to sendai eveN summer.

英文・ .'

ねずみA :1 have a little food.

ねずみB :1 have a lot offood.

But a cauNes in my h0ⅡSe 如0.

ねずみA : oh, no! Be care仙"

全訳

ねずみA:私の食料はわずかです。

ねずみB :私の食料はたくさんあります。でも,

私の家にはねこも住んでいるのです。

ねずみA :あれ,まさか!気をつけてね!

回(1)ウ(2)イ

つながる音に注意!

・ 1 1ive on a smaⅡ island.

1英文)省略

全訳

ねずみA :私はボートで学校へ行きます。

ねずみB :ボートで?あなたはどこに住んでいるの

ですか。

ねずみA:私は小さな島に住んでいます。

go big (1)イ■ Not Where

英文^
ねずみB : Rea11y? oo you like your island?

ねずみA : Notvery much.

ねずみB : where do you go forfun?

ねずみA :1 g0 加 a hig city!

全訳

ねずみB:本当ですか?あなたは島が好きなのですか

ねずみA :それほど好きではありません。

ねずみB :遊ぶのにはどこに行くのですか。

ねずみA:大都会へ行きます!

ヨ INhen do you come

いつ家に帰るの?

■("イ(2)イ

つながる音に注意!

I get to school at seven thirty.

(英文)省略

全訳

ケイ:ぼくは7時半に学校に着きます。

エミ:7時半ですか?少し早いわね。

私は81埒に家を出るのよ。

ケイ:運がいいね!

回 SaturdaysDo go "ve

英文^
ケイ: Do you go to scho010n sa加rdays?

エミ: NO,1 go "ve days a week.
ケイ: Grea"

エミ: Yes. on sa加rdays l enjoy life.

(1)イ

全訳

ジェ^ン

ボブ

ジェ^ン

ボプ

:あなたはピアノをひきますか。

いいえ,ほくはピアノをひきません。

それでは,あなたは何をひきますか。

:ぼくはギターをひきます。

ほくたちは一締に演奏できますよ。

ヨ 1 1ive in a big house

私は大きな家に住んでいます鉛・釘ページ

■(1)イ(2)ア

つながる音に注意!
.

・ 1 1ive in a sma11 ViⅡage.

{英文j名略

全訳

ねずみA:私は小さな村に住んでいます。

あなたは大都会に住んでいるのですか。

ねずみB:そうです私は大都会に住んでいます。

私は大きな家に住んでいます。

回 a lot of (1)イa liせle

開研lhatdoyoulike?

あなたは何が好き? 40 ・ 41ページ

■名略

回("ア(2)すき焼き天ぷらすし

(~@は順不同)

(3)なつとう

{英文}省略

全訳

エミ:あなたは日本の食べ物が好きでしょう?

ボプ:はい。

エミ:何が好きなのですか。

ボブ:特に,すき焼き,天ぷら,それにすしが好きです。

でも,なっとうは食べません。

回 Iike @TOIWO Kyotodo

英文^
エミ: what city in Japan do you like?

ボプ':11ike Tokyo veN much. How ahoutyou?

エミ:110ve Kyoto.吐's a beaut話Ul city.

全訳

エミ:あなたは日本のどの都市が好きですか。

ボブ:東京が大好きですあなたはどうですか。

エミ:私は京都が大好きです。京都は美しい町です。

可(1)イ

(2) what,1ike

(3) soccer / an exciting
つながる音に注意!

It's an exciting sport.

英文・

ボブ:11ike basebaⅡ Very much.

What sport do you like?
エミ:110ve soccer.

耽's an exciting sport.

home?

鉛・釣,'、'ージ



ボブ: what do you do there?

エミ:1 go to the 丁anaba始FestNal.

全訳

ボプ:休暇にはどこに行きますか。

エミ:毎年夏には私は仙台に行きます。

ボプ:そこで何をするのですか。

エミ:七夕祭りに行くのよ。

q a when are you coming home?

いつ家に帰つてくるの? U ・ 45,＼'ージ

匝省略

回(1)when are you (2)ゴ慨日(3)^日

(英文)省略

全訳

ボプ:いつ家に帰ってくるの,お父さん?

お父さん:士曜日だよ。

ボプ:それはよかった!今度の士曜日はぽくの

誕生日だからね,お父さん。

回 Good・bye honleWhen

basebaⅡ ten

つながる音に注意!

. Take care Bob.

XNhen are you corr血g home?

Maybe ar0山ld telLO'dock

英文,

ボブ:Good・bye,Mom.

お母さん: Take care, Bob. when are you

Coming home?

:1'm going to watch a basebaⅡ game,ボブ

andthen lwiⅡ Come home.

Maybe ar0Ⅱnd ten o'clock.

、Nho is this?開

46 ・ 47ページこちらはだれですか?

■省略

回(1)(何枚力叩))写真(2)だれですか(3)私[ほく]
つながる音に注意!

・ Let's look at them.. rm on a horse!

(英文)省略

全訳

ケン:見て!休みのときの写真力q可枚かあるんだ。

ジェーン:まあ,すてき!見てみましょう。

黒いぽうしをかぶっているこの人はだれですか。

ケン:ほくだよ!ぼくは馬に乗っているんだよ!

回 Who @unde @who ogi"@That'S

つながる音に注意!

Who isthe man behin●you?

英文,

ジェーン: who iS 仙e man behind you?

ケン: That's my uncle. we're on hisfarm.
ジェーン: And who is this little girl?

ケン: That'smyuncle's daughter, Ma"ko.

全訳

ジェーン:あなたのうしろにいる男の人はだれですか。

ケン:ぽくのおじさんです。

ぼくたちは彼の農場にいるんです。

ジェーン:それとこの小さな女の子はだれですか。

ケン:おじさんの娘のマリコです。

■(1) who,this (2) brother/sister

英文・

ジェーン: who is this?

ケン: That'smy li廿le hroth引.

And 仙is is my sister.

ジェーン: You are a" so tal"

ケン: Yes, we're a1吐a11in myfamily.

全訳

ジェーン:これはだれですか。

ケン:ほくの弟です。

それにこれはぽくの妹です。

ジェーン:あなたたちはみなとても背が高いんですね!

ケン:そうなんだ,ぽくらは家族の中で背が高い

んだ。

REVIEW

まとめのテスト②

■("イ(2)ウ

(英文)省略

全訳

ボプ:ハッピーですね。

どんな仕事をされているんですか?

全訳

ジェーン:タ食にはどんなものが好きなの?

ボプ:ピザが大好物なんだ。

ジェーン:ピザを食べに1買いに1どこへ行くの?

ボブ:ピザ・りツカに行くんだ。

家の近くにあるんだ。

(3)fNe■("piano {2)
つながる音に注意!

・ W'he1しare you coming home today?

英文・
.

..

ボブ: who isthis in the photograph?

ジェーン: That is my piano teacher.

ボブ: whendoyouS加dypiano?
ジェーン: After scho01.

ボブ: when areyou coming hometoday?
ジェーン: About "ve o'clock.ι.et's study

together then.

52 ・ 53ページ

全訳

ボプ

ジェーン

ボブ

ジェーン

ボプ

ジェーン

48 ・ 49ページ

＼

全訳

ボプ:いってきます,お母さん。

お母さん:気をつけてね,ボプ。齢宅はいつごろにな

るの?

ポブ:野球の試合を見て,それから帰るから,

もしかしたら10時ごろかもしれないですね。

■(1)when, coming (2)four (3)ウ

英文^
ボブ: whenarey0ⅡCominghome, Mom?
お母さん: Aboutf0Ⅱr.

ボブ:Thatearly?

お母さん:1 must cook dinner, you know.

全訳

ボブ:いつごろ帰るの,お母さん?

お母さん:4時ごろよ。

ボブ:そんなに早く?

お母さん:タ食を作らなけれぱいけないでしょう。

英文・

1'm Jane.1'm hom England.

11ike "owers very much.

IS加dy ikebanaevery saturday.
Iwant加 be an ikebanateach田 in my countN.

全訳

手厶はジェーンです。イギリスの出身です。

私は花が大好きです。

毎週土曜日にいけ花を学んでいます。

私は自分の国でぃけ花の先生になりたいと思っています。

■(1)イ(2)ウ(3)ア

英文^
1'm Tony.1'm hom America.

I go to a Japanese schoolin Japan.
I have a lot of hiends here.

Iwantto be a basketbaⅡ Player.

全訳

ぽくはトニーです。アメリカの出身です。

ほくは日本にある日本の学校に通っています。

こちらにはたくさんの友だちがいます。

ぼくはバスケットボールの選手になりたいと思ってい

ます。

冒Z Bob'sfamily
54.・閃ページポプの家族

■省略

回(1)イ(2) computer, Tokyo

(3)ア.0 イ. X ウ.0

(英文)省略

全訳

ぽくの父はコンピュータの技師です。

写真のこのかたはだれなの?

私のビアノの先生よ。

ピアノの勉強はいつするんだい?

放課後よ。

今日はいつごろ家に帰る予定なの?

5時くらいよ。そのとき一緒に勉強しまし
^

よつ 0

男の人:私はミュージシャンです。

これは私のギターです。

私は毎日音楽を演奏します。

animalsdogsanimals

NO "owers

回

英文,:'

ボブ:11ike animalsa lot, especia11y dogs.

Oo you like animals?

ジェーン: NO, not much.

11ike "owers. They are beaⅡt託Ⅱ1.

全訳

ボプ:ぼくは動物が大好きなんだ,特に犬が好きな

んだ。君は動物が好きかい?

ジェーン:いいえ,そんなには

私は花が好きなの芙しいもの。

What pizza where

(1)イ

英文^
ジェーン: what do you like for dinner?

ボブ:110vepizza.

ジェーン: where do you go for pizza?

ボブ: we go to pizza Ricca.

It's near my house.

回

自分・家族・友人^
セクション5 その紹介のしかたを聞いてみよう!

目I self.introduction
自己紹介

■省略

回川イ②2(匹の)犬化),3匹の)ねこ噸序
が逆でもよい)(3)イ

つながる音に注意!

・ 1 Want to be an animal doctor.

(英文)省略

全訳

ほくはボブですアメリカの出身です。

ほくは犬やねこのような動物が好きです。

2匹の犬と3匹のねこを家で飼っています。

ぼくは獣医になりたいと思っています。

回 England @"owers @saturday
' teacher

.

.

.

.

.

.



東京のコンピュータ会社に勤めています。

彼は毎日熱心に働きます。

ときどき外国へ行きます。

回 has @goes she enjoys

つながる音に注意!

' But she 0丘en goes_,out for volunteer work.

英文 CD2-5

My m0仙er has no job.

But she often goes outfor volunteer work.

She enjoyS 詫 VeN much.

全訳

ほくの母は仕事を持っていません。

でも,ボランティアの活動でよく外出します。

彼女はそれをとても楽しんでいます。

■("イ(2)ウ(3)イ

英文^
My sister Meg is a c011ege stⅡdent.

She stⅡdies Japanese histoN at a c011ege
in New York.

She some"mes ca11S me from New York.

全訳

ぽくの姉のメグは大学生です。

彼女はニューヨークの大学で日本の歴史を研究してぃます。

彼女はときどきニューヨークからぽくに電話をかけてきます。

Bob's friends5

ポブの友だち 56 ・ 57ページ

■省略

回(t)ウ(2)ケン

(3)ア. X イ. X ウ.0

(英文)名略

全訳

ケンは日本でほくのいちぱんの親友です。

彼は毎Ⅱほくと緒に学校へ歩いて行きます。

彼の友だちのジェーンもぼくたちと一緒に行きます。

ぽくたちは仙のよい友だちです。

回 Our ^Iives @wehim your

つながる音に注意!

' Jane lives next to him.

英文^
Ken lives near our scho01.

Jane lives next to him.

Isay,"Ken, Jane real" 10ves you!
Is she your gi"hiend?"

We meet her at her house at seven thiけy.

全訳

ケンはぽくたちの学校の近くに住んでいます。

ジェーンは彼のとなりに住んでいます。

全訳

:パンダつてかわいい!飼っていい?り力

お父さん:残念だけど,パンダは飼えないんだ

お願い,お父さん。本当にほしいのよ!り力

お父さん:でも,あなたのお母さんはパンダをほし

いとは思わないよ。

60 ・ 61ページ

ぽくは「ケン,ジェーンは本当に君のことが好きだよ!

彼女は君のガールフレンドかい?」と言います。

ぽくたちは7時半に彼女の家で彼女に会います。

■イ,エ,オ,キ

つながる音に注意!

I get up at seven.

英文 CD2-9

Today l m sleepy.

I get up at seven.1 eat breakfast.

吐's seven thirty now!

Ken says,"oh, no! 1.et's run, Boh!"

Jane says,"Boys, you're 胎te!"

全訳

今日は眠たいです。

ぽくは7時に起きます。朝食を食べます。

もう今 7時30分です!

ケンが言います「ああ,なんてことだ!走ろう,ポブ」と。

ジェーンが言います「あなたたち,遅いわよ!」と。

5 Bob talks with Emi

ポブとエミの会話 58 ・ 59＼'ージ

■省略

回(1)ア(2) English, the un詮ed S始tes
(3)ア. X イ.0 ウ. X

(英文)省略

全訳

ボプ:エミ,あなたには兄弟がいますか。

エミ:はい,一人います。

彼は合衆国で英語を勉強しています。

ボプ:ああ,なるほど。

彼はそこで毎日の生活を楽しんでいますか。

エミ:はい,そう思います。

回 he him heyou Comes

つながる音に注意!

' Does he write to you?、』一

英文,

ボプ': Doeshe w"te 加 you?

エミ: Yes, and lwr託e to him eveN day.
ボブ: whendoeshecomehome?

エミ: He comes home in 仙esummer.

全訳

ボブ:彼はあなたに手紙を書きますか

エミ:えぇ,それに私も征Π彼に手紙を書きます。

ボプ:彼はいつ帰るのですか。

エミ:夏に辯ります。

■イ,エ

英文^
ボブ: Emi, do you have any sisters?

動物園が大好き!

動物がたくさんいるもの!

お父さん:そうだね,おもしろいね。

:あれはどんな種類のくまなの?り力

かわいいわね!

お父さん:あれはくまではないよ。

回@where @1ive in

英文^
: where doeS 詮 INe?り力

お父さん:1"ives in china.

: what doeS 靴 eat?り力

お父さん:耽 eats a lot ofleaves.

: DoeS 赴 like chinese food?り力

お父さん:1 don't 仙ink so.

全訳

:パンダはどこにすんでいるの?り力

お父さん:中国だよ。

何を食べるの?り力

お父さん:葉っぱをたくさん食べるんだ。

中華料理は好きかしら?り力

お父さん:そうは思わないな。

皿(1) have (2)doesn'twant

つながる音に注意!

. can l have one?

英文^
り力: pandasaresocute!

Can l have one?

お父さん: sorN, you can't have a panda.

り力: please,Dad? hea11ywantone!

お父さん: Butyour motherdoesn't want

a panda.

全訳

エミ:ボプ,何をしているの?

ボプ:鳥と話しているんだ。

エミ:いや,そんなことないわ。

あなたは鳥のことばを知らないもの。

ボブ:いやあ,知っているんだね。

ただ,鳥たちがぽくに答えてくれないだけな

んだ。

■(1)are, doing (2)watching (3)singing

英文・

ケン: Hi, Emi. what are y0Ⅱ doing?

エミ:1'm watching Bob.

ケン: we11, what is Bob doing?

エミ: He's being funny.

He's singing to the birds!

エミ:1 have a li廿le sister.

ボブ: And whatdoesshe do?

エミ: she eats and sleeps and plays and c"es.

全訳

ボブ:エミ,あなたには姉妹はいますか。

エミ:妹が一人います。

ポプ:それで彼女はどんなことをしているの?

エミ:食べて,寝て,遊んで,泣いているわ

セクション6 よく使う英語表現を聞いてみよう!

能・鵠,'＼

パンダだよ。

What @1ike

全訳

ケン:やあ,エミ

12

E W'hatisBobdoing?

ボブは何をしているの?

Ⅱ省略

回(1)ウ(2)ウ(3)is sleeping

(英文)省略

全訳

公園の暖かい秋の午後です

美しい葉を見なさい!

小鳥たちの鳴き声を剛きなさい!

でも,ボブは何をしているのでしょうか。

あれえ!彼は眠っていますよ!

回@what 四doing @birds oknow
don t

英文^
エミ: Boh, what are you doing?

ボブ':1'm 始lking to the hirds.

エミ: NO, you re not.

You don't know bird language.

ボブ: oh, yes,1 do.

Butthey don't answer me.

エミ:ボプを観察しているのよ。

ケン:それで,ボプは何をしているの?

エミ:彼ったらおかしいのよ。

小鳥たちに向かって歌っているの!

E lwantapanda!

パンダが低しい!

■省略

回(1)イ(2)what kind of bear (3)ウ

(英文)省略

全訳

り力

何をしているの?



E welovesports

スボーツが好き 64.・閃ペーシ

■省略

回(1)イ(2)ア(3) Early in the moming
解説会話のはじめや,話題をスポーツに変えたいとき

などには,"X刃hatsport do you like?"よりも,

"訊小atsport旦~?"という表現がよく使われます。

(英文)省略

全訳

ボプ:ケン,君はどんなスポーツが好きなの?

ケン:ほくはサッカーが好き。

君のいちぱん好きなスポーツは何なの,ボブ?

ボブ:野球だよそれとほくはいっぱい走るんだ。

ケン:いつ走るんだい?

ボプ:朝早く,6時半ごろだね。

回 Are @ helpsYes Iikeyou

つながる音に注意!

Are you in a soccer club, Ken?

Way

全訳

ケン:エミ,何を持っているの?

エミ:本を入れるかぱんよ。

ケン:重いね。だれのものなの?

エミ:知らない。名前がついてないのよ。

目 Iwhose 2 my bag On

英文 CD 2-23

エミ: Excuseme.

Whose bag is this?

男の子:1t's not my bag.

My bag has a kangaroo on it.

エミ: oh,1See.0κ. Thanks.

全訳

エミ:すみませんが。

これはだれのかばんですか。

男の子:私のかぱんではありません。

私のかぱんにはカンガルーがついています。

エミ:あ,そうですか。わかりました。ありがとう

■(1)whose (2)イ,エ

英文^
エミ: Hi, Bob.1 have a bag

ボブ: whose bag iS 詮?
エミ:1 don't know.

ボブ: DoeS 詮 have six books in 詮?

That's my new bag. Thanks!

英文・.

ボブ': Are you in a soccer club, Ken?
ケン: Yes. we aⅡ like ourteacher.

She rea11y he叩S US.

ボブ: she? 1S yourteacher a woman?

ケン: Yes. she's especia11y good attennis.

全訳

ボプ:ケン,君はサッカークラプに入っているの?

ケン:はい。ぽくたちはみんな私たちの先生が好きです。

彼女は私たちを本当に手助けしてくれます。

ボプ:彼女?あなたがたの先生は女性なのですか?

ケン:そうです。彼女は特にテニスが得意です。

■(1)野球(2)ア

英文 CD2-21

ボブ: MydadsometimesplaysbasebaⅡW託h me.

ケン: WOW, Bob, you're 山Cky!

My father doesn't have ume.

ボブ: That's too bad, Ken!

全訳

ボプ:ぽくのお父さんはときどきほくと野球をするんだ。

ケン:わあ,ラッキーだね,ポプ!

ほくのお父さんはひまがないんだ。

ボプ:それは残念だね,ケン!

E W'hosebagisthis?

だれのかばん? 66 ・ 67ページ

■省略

回(1)イ(2)ウ(3)イ

(英文j省略

^

Soccer

My liせle sister left her d0Ⅱ hehind.

In the car, she said,"where is my dolphin?!"
She c"ed and c"ed.

We went a1吐he way home fori"

全訳

あるH私たちはお母さんと買い物に出かけました。

妹は人形を(家に)遣き忘れました。

車の中で1皮女は「私のイルカはどこ!?」と言いました。

妹は大泣きしました。

私たちはそれを取るために,わざわざ家に吊りました。

四イ,ウ,オ

英文^
110ve my li杜le sister.

We play gameS 加gether.
Sometimes head to her at bedume.

Then she is sleepy, and she's rea11y cute.

And l say,"Good night,1i廿le one!"

全訳

私は妹が大好きです。

私たちは一緒にゲームをします。

ときどき寝る時問に彼女に本を読んであげます。

そうすると妹は眠くなって,そんなときはとてもかわい

いです。

そうして私は言います「おやすみ,おちびちゃんUと。

REVIEW

まとめのテスト③ 70 ・ 71ページ

■(1)hom Ame"ca /bestfriend

(2) hom England /nice

つながる音に注意!

Xve have a lot of fun together.

(英文)省略

全訳

ほくには外国人の友だち力舸人かいます。

ボプはアメリカの出身です。彼はぽくのいちぱん仲の

いい友だちです

ジェーンはイギリスの出身です。彼女はとてもすてきです。

ほくたちは緒に大いに楽しんでいます。

回 10ve10ok afterhave

Soccer

つながる音に注意!

' 1 have a brother and a sister.

. sometimeS 1 10ok after them.

全訳

エミ:ハイ,ボブ。かぱんがあるんだけどー・。

ボプ:だれのかぱんなの?

エミ:知らないのよ

ボブ:中に本が6冊入っていますか?

それはほくの新しいかぱんだよ。ありがとう!

E Adolphind011

イルカの人形

■省略

回(1)イ(2)ア(3)ウ

1英文)省略

全訳

私の妹は学校に行っていません。

彼女はお母さんと家にいます。

彼女は動物が大好きです。

彼女のお気に入りのおもちゃはイルカの人形です。

彼女はいつもその人形と遊んでいます

回 Car @where ' C"edWent

つながる音に注意!

' we went a11the home for it!

全訳

子ども:何をしているんですか?

コック:魚を料理しているんだよ私はコックですからね。

子ども:いつになったら食べられるのかな?

コック:お昼時になったらもどってらっしゃい。

そのときには食べられるよ。

■(1)watching (2)where, going

(3) going to

つながる音に1主意!

、¥here are you going?

英文 CD 2-31

男の子: what areyou doing?

察官:1'm watching the street.1'm a police

0什icer. where are you going?

男の子:1'm going to scho01.1'm a student.

察官: You re late! please hur四!

全訳

男の子:何をしているんですか?

警察官:通りを見張っているんだよ。私は警官ですか

らね。どこへ行くところなの?

男の子:学校へ行くところなんです。生徒ですから。

警察官:遅れるよ!急がなくちゃ!

過去と未来^
セクションフ

その表現方法を聞いてみよう!

り W'hatdidyoudoyesterday?

昨日,何をしたの? 74 ・ 75＼'ージ

■("ウ

つながる音に注意!

Di●you enjoyit?' NO, not,aLaⅡ.
(英文)省略

全訳

ケン:昨日ほくは遊園地へ行ったんだ。

ボブ:楽しかったの?

全訳
ぼくには弟が一人と妹が一人います。

ときどきほくは彼らの面倒を見てやります。

ぼくはスポーツが大好きです,特にサッカーが大好きです。

サッカー選手になりたいと思っています。

doing cooking (1)イ回 What

つながる音にj主意!

. when can l have some?

' You can eat then.

鉛・69ページ

英文 CD2-26

One daywe wentshopping W託h Mom.

英文 CD2-30

子ども: what areyou doi叩?

コック:1'm cooking "sh.1'm a cook.
子ども: when can lhave some?

コック: come back atlunch"me.

You can eatthen.

英文,・

I have a broth引 and a sister.

Some"meS 110ok a貴erthem.

110ve sports, especia11y soccer.1 Wantto be

a socC引 Player.



ケン:いや,ちっとも。弟と妹を連れていったんだ。

ずっと二人のせわをしてばかりさ。

回 1、Alhat yesterday @watched
4 read ^ent

解説 read(読む)発音はld:dDの過去形は同じつづりの

readだが,発音は[r6d1になる

英文 CD2-40

ケン: what did y0Ⅱ do yesterday, Bob?

ボブ: Nothing.1Watched Tv and read a book

a11 day.

ケン: why?

ボブ: BecaⅡSe y0Ⅱ Wentto the amⅡSement

Park.

全訳

ケン:ボプ,昨Uは何をしたの?

ボプ:何もしなかったよ。一日中テレビを見て,本を

読んでいた。

ケン:どうして?

ボプ:君が遊園地へ行ったからだよ。

回("イ(2)ア

「テレビを見る」というときは, watchのほかに

See,10okatなども使われることがあります。

(英文)省略

全訳

ケン:テレビで何を兄たの?

ポプ:おかしな映画を見たんだ。

ケン:気に入ったの?

ボブ:ああ,おおいにわらったよ

■ yesterday What get nle

@ got (1"i廿le tiger

英文^
ケン:1 got a presentfor you yesterday.

ボプ': oh, did y0Ⅱ rea11y?

What did you getfor me?

ケン:耽's a li杜le tiger.1 got it in a game.

全訳

ケン:昨日君のためのプレゼントを手に入れたよ。

ボプ:ああ,本当に?ほくのために何を?

ケン:小さなとらなんだ。ゲームで取ったものだよ。

ワ Bob'sbirthday

ボブの誕生日 76・πページ

■(1)ア(2)ウ

(英文)省略

全訳

お母さん:お父さんは明Πニューヨークに行くことに

なっているのよ。

:そうするとお父さんはぼくの誕生日をのがボブ

すことになりますね。

ボブ:もうだいじょうぶなの?

ケン:今はそんなにひどくないんだ。ありがとう。

回 Why @go park 'sunday

英文^
ケン: why did you go t0 仙e park last S叩day?
ボブ: Because l had a date.

ケン: Rea11y? who?

ボブ: That's a secret.

全訳

ケン:どうしてこの前の日曜日に公園へ行ったの?

ポブ:デートをしたからだよ。

ケン:本当?だれと?

ボプ:それは秘密だよ。

■(1)イ(2)ウ

英文^
ボブ: why did you cry 仙is moming?

エミ: Because my bird died early this

morning.
Ife耽 Sad.

ボブ:1'm very sorry.

エミ: Thank you for saying so.

全訳

ポプ:今朝どうして泣いたの?

エミ:今朝早く私の鳥が死んじゃったの。悲しかったわ。

ボブ:それはそれはお気の毒に。

エミ:そう言ってくれてありがとう。

■ιI Bob'sdiary
ボプの日記 80 ・ 81ページ

■省略

回(りア

(2)イ

(3)卵の写真をとる(つもり)。

(英文)省略

全訳

3月12日,火曜日

3日前にぼくはからの巣を見ました。

今日はその巣に青しソ」、鳥が一羽います!

明日は卵の写真をとるつもりです。

目 Today WiⅡTorrlorro^ See

英文,

Wed., Apr.3

The day before yesterday we had rain.

耽 rained aⅡ day.

Today l can see a smaⅡ green leaf.
TomonowwewiⅡSee "owe玲.

お母さん:いいえお父さんはその前に飛行機で帰る

予定よ

回 totogolng golngIS

英文^
お母さん: Dad is going 加 bring you a present.

: what'S 詮 going to be?ボプ

お母さん:1'm not going to teⅡ you.

ボブ:1t'sgoingto bea bigsurprise!

全訳

お母さん:お父さんはあなたにプレゼントを持って帰

るつもりょ。

ボブ:どんなものになるんだろう?

お母さん:今は言わないわ。

ボプ:なんかとてもびっくりしそうなものなんだろうな!

回{"bethirteen {2}イ
つながる音に注意!

YOU MⅡ be t11irteen year§_"old nexLsaturday
(英文)名略

全訳

お母さん:今度の士曜日で13歳ね。

バースデーケーキはほしいのかしら。

ポプ:もちろん!大きいのを買ってくれますか?

お母さん:いいわよ。 1個で十分かしら。

ポプ:たぶんね。チョコレートケーキをお願いしたいな。

■ WiⅡ@heゆ@wiⅡ 1'Ⅱ{"イ

英文^
お母さん:1'Ⅱ be very busy on y0Ⅱr birthday.

WhowiⅡhe叩 me?

ボブ: oh,1Wi11.1'Ⅱ getup earlythatday.
お母さん: Good! we'Ⅱ have fun!

全訳

お母さん:あなたの誕生日には私はとても忙しくなるわ。

だれが手伝ってくれるのかしら。

ボブ:ああ,ほくが手伝うよ。

その日は早起きします。

お母さん:よかった!楽しくなりそうね!

■ヨ Why did you cry?
なぜ泣いたの? 78 ・ 79＼'ージ

■省略

回(1)whydid you, yesterday (2)イ

(3) SO, now

つながる音にj主意!

'- and wanted some medicine....,

Are you aⅡ right now?

(英文)告略

全訳

ボブ:1作Uどうして病院へ行ったの?

ケン:ひどいかぜをひいて,薬がほしかったからなんだ。

おととい雨が降りました。

一日中降りました。

今日は小さな緑の葉が1枚見えます。

明日は花が見えるでしょう。

■イ,エ,カ

つながる音に注意!

Yesterday l wentto Ken's house.

英文^
Sat., Aug.10

Yesterday lwent 加κen's house.

We studied together aⅡ aftemoon.

Today Ken is busy.

Tomorrow we wiⅡ go to a movie.

全訳

8月10日,士曜日

咋日ほくはケンの家へ行きました。

ほくたちは乍後ずっと一緒に勉強しました。

今日はケンは忙しいです。

明日はぽくたちは映画に行くつもりです。

ワ Tony,wewantyou!

トニー,君が必要だ 82 ・ 83ページ

■省略

回(1)ウ(2)ran, a rabbit, was short

(3) did not want

つながる音に注意!

. He ran like a rabbit, but._

(英文)省略

全訳

トニーはバスケットボールの選手になりたいと思っていました。

彼はうさぎのように走りましたが,背が低かったのです。

チームは彼をほしいとは思いませんでした。

みんなが言いました「トニー,家に知りなさい!」と。

回 Went @every day play

英文^
But Tony was fast, and he was smart.

He wentto aⅡ their games.

He studied their plays we11.

And eveN day he prac"ced alone.

He said,"1 WiⅡ Play on that team!"

全訳

しかしトニーは足が速く,りこうでした。

彼は彼らのすべての試合について行きました。

彼は彼らのプレーをよく研究しました。

そして毎日彼はひとりで練習しました。

彼は「あのチームでプレーするんだ!」と言いました。

■イ,ウ,カ

つながる音にj主意!

' one day one player had a cold.

全訳

4月3日,水曜口

ー
"



英文^
One day one play引 had a cold.

The teacher said,"0κ, Tony, you're in the game:'

Tony ran fast and played weⅡ.

The team said,"Tony, we want you!"

全訳

ある日一人の選手がかぜをひいてしまいました。

先生が言いました「さあ,トニー,試合に出て」。

トニーはすばやく走り,上手にプレーしました。

チームのみんなが言いました「トニー,ほくたちは君

が必要なんだU と。

The lion and the mouseワ

ライオンとねずみ① 叫・閃ページ

■省略

回(1) big /ofthe animals (2)エ

つながる音に注意!

. A mouse ran across him.

(英文)省略

全訳

ライオンは大きくて強い。

ライオンは動物の王様です。

ある日眠そうなライオンが木の下にいました。

一匹のねずみが彼を,走って横切りました。

回●What doing @don't ' eat

help

英文^
The Ⅱon said,"what are you doing? YOU

Woke me up!"

He was angry.

"please don't eat me!" said the mouse.

"someday maybe l can he叩 you."

全訳

そのライオンは「何をしているんだ。お前は私の目を

覚まさせたのだぞ!」と言いました。

彼はおこっていました。

「どうか私を食べないでください」ねずみが言いまし

た。「いつかあなたを助けられることがあるかもしれ

ません」

■イ,ウ,カ

英文^
The lion said,"You wiⅡ he叩 me? That'S

funny! Y0Ⅱ're just a li杜le mouse!"
The lion laughed.

But he did not eatthe m0ⅡSe.

回 10ok

つながる音に注意!

Bob,10ok at your things!0,00 )a)your ings.
They're aⅡ Over the aoor!

英文^
お母さん: Bob,10ok at yourthings! They're

aⅡ Overthe floo"

ボブ:sony, Mom. 1Wassleepy.

お母さん: pick them up, please.

ボブ:Yes,1WiⅡ. 1.ater.

全訳

お母さん:ボブ,あなたの身のまわりのものを見てご

らんなさい!ゆかいっぱいに散らかって

るわよ!

:ごめんなさい,お母さん。眠かったんだ。ボブ

:お願いだから片づけてね。お母さん

うん,そうするよ。あとでね。ボプ

回 WiⅡ Watch (,)イroowl

つながる音に注意!

Clean it up!

英文^
お母さん: Bob, yourroom is a mess!

Clean 詮 UP!

と言いました。

ライオンはわらいました。

でも彼はねずみを食べませんでした。

The lion and the mouse ②ワ

ライオンとねずみ② 86 ・ 87ページ

■省略

回(1) going to,1ion /where /when

(2) in a tree

つながる音に注意!

・ where ca111血d 11itn?. He put a net hla tree.

(英文)省略

全訳

ある日一人の男が言いました。

「あのライオンをつかまえるぞ。

どこであいつを見つけられるんだ?

あいつはいつ眠るんだ?」と。

彼は木にあみをしかけました。

そのあみがライオンの上に落ちてきました。

回 big Why Becauseyou

me

英文,

The next day the cat was weⅡ.

Bob found a home for 赴.

NOW 詮 INes at Jane's house!

We are strong, but animals are weak.
Please be kind 加 animals!

全訳

ライオンはねずみに親切にしました。

のちに,ねずみもライオンに親切にしました。

大きくても小さくても,強くても強くなくても,友だち

を持つことはいいことです。

英文^
The lion had a big problem!

The mouse said," 1'Ⅱ help you!"

"why?" asked the lion.

"BecaⅡSe you helped me," the mouse
answered.

W詮h his teeth he cutthe net, and 仙e lion

Was free.

Test

総合テスト第1回 ・ 91ページ

■(りア(2)a liせle cat

1英文)省略

全訳

ボブは動物が大好きです。

彼は動物のお医名さんになりたいと思っています。

彼はよく動物を家に持ち帰ります。

昨U彼は小さなねこを持って俗りました。

そのねこはとても弱々しく,おなかをすかしていました。

回 it 'what 壮Where Cat

つながる音に注意!

. where did yoU 丘nd the cat?

Ifound it near my scho01.

英文^
お母さん: where did y0Ⅱ find the cat?

ボブ:1found 詫 near myscho01.

お母さん: what are you going 如 do?

ボブ:1'Ⅱ gNe 詫Some milk.耽 needs food.

お母さん: That's a good idea.

全訳

お母さん:そのねこをどこで見つけたの?

ボブ:学校の近くで兄つけたんだ。

お母さん:どうするつもりなの?

ボブ:ミルクをあげてみるよ。口に入れるものが

必要だからね。

お母さん:それはいい考えね。

回 in (1)ウWiⅡ be

つながる音に注意!

R can stay in our kitchen tonight.

They put an old shirt in a box.

The little cat slept a11 night.

英文^
ボブ: Maybe如morrow itwiⅡ be weⅡ.

お母さん:1t can stay in our kitchen tonight.

ボブ:Thanks,Mom!

They put an old shirtin a box.

The little cat slept a11 night.

全訳

ボプ:たぶん明日には兀気になりますよ。

お母さん:今夜はうちの台所に樋いてていいわよ。

ボプ:ありがとう,お母さん!

二人は占いシャツを箱に入れてやりました。

こねこはひと晩中眠りました。

■(1)we11 (2)イ(3)weak
つながる音に注意!

・ Bob found a home for it.

・ please be kind to animals!

全訳

ライオンはとても困ったことになりました。

ねずみは「私があなたを助けましょうU と言いました。

「どうしてだ」とライオンがたずねました。

「あなたが私を助けてくれたからです」とねずみは答え

ました

ねずみは歯を使ってあみを切りさき,ライオンは自由の

身になりました。

■(1)イ

(2) Big, smaⅡ, have hiends

英文^
The lion was kind to the mouse.

ιater, the mouse was kind to the lion.

Big or sma11, strong or not,詮's good 加 have
friends.

全訳

ライオンは

しろいや!

18

「お前が私を助けるだって?それはおも

お前はただの小さいねずみじゃないか!」

全訳

その翌日ねこは元気になりました。

ボブはねこの家を見つけてあげました。

今そのねこはジェーンの家に住んでいます。

私たちは強いですが,動物は弱いのです。

どうか動物にはやさしくしてあげてください。

Test

総合テスト第2回 92 ・ 93ページ

■("ウ(2)busy

つながる音に注意!

1'Ⅱ do it in just a minute.

(英文)省略

全訳

お母さん:ボブ,あなたの自転車をどかしてちょうだい。

ボプ:どこにあるの?

お母さん:お父さんの車のそぱにあるのよ。

:わかた,お母さん。もうちょっとしてからボブ

します今忙しいんだ。

Was 'Yes wiⅡat



:0κ, Mom,1 WiⅡ.ボブ

A貴e" watch the game on TV.

お母さん: Alhight. But d0 詮 then!

全訳

お母さん:ボブ,あなたの部屋は散らかり放題よ!

きれいにしなさい!

:わかった,お母さん,そうするよ。ボブ

テレビで試合を見たあとにします。

お母さん:いいわ。そのあとにしなさいよ!

■(1)イ(2)notclean (3)was busy

英文 CD2-76

お母さん:1.et's go to a movie now.
Oh! Y0Ⅱrroom is not clean!

ボブ:sony,1Wasbusy.1.et'sgo!

お母さん: NO. Now you are busy!

Clean yourroom"

20

ケン:あっ,そうだね!彼女の誕生日はこの日曜

日だね!

それじゃ,はい貸してあげる。注意して使っ

てよ。

ヒロシ:ありがとう。そうするよ。

ケン:お母さんはたくさんのものをぼくたちにあた

えてくれている1お母さんにはいろいろと

お世話になっている1・ー

一緒にお母さんにプレゼントをあげようよ。

ヒロシ:うん,そうしょうよ!

全訳

お母さん:さあ,映画に行きましょう。

あら!あなたの部屋はきれいになってい

ないじゃない。

ごめんなさい,忙しかったんだ。さあ,行ボプ

こうよ。

お母さん:いいえ。あなたが忙しくなるのはこれから

よ。部屋をそうじしなさい!

Test

総合テスト第3回

■("ア(2)ア

つながる音に注意!

・ can l use it?

工刃hy don't you use_your pen?
(英文)省略

全訳

ヒロシ:ケン,これが必要なんだ。使っていい?

ケン:おい!それはほくのぺンだよ!

自分のぺンを使ったらどうだい?

ヒロシ:できないんだ。

ケン:どうしてだよ?いいぺンでしょう。

ヒロシ:こわれているんだよ。

回 I YOU @break when @wiⅡ

つながる音に注意!

When wiⅡ you bring_it back?
Ijust need it for a minute.

英文^
ケン: we11,1didn't break it. You broke it!

YOU'Ⅱ break this one too.

ヒロシ:1WiⅡ no" please!

ケン: oh,youwon't?

When wiⅡ you bring 詮 back?

:1just need 詫 for a minute.ヒロシ

全訳

ケン:でも,こわしたのはほくじゃないよ。それを

こわしたのは君だよ。このぺンもこわしてし

まうんだろう。

ヒロシ:そんなことしないよ!お願いだから!

ケン:ええ,ほんとにそう?

いつ返してくれるの?

ヒロシ:ほんのちょっとの問必要なんだ。

回 What @making whose (1)イ
つながる音に注意!

I can't teⅡ you.

. come on, teⅡ me.

英文^
ケン: whatarey0Ⅱgoi叩加 do W詮h 詮?

ヒロシ:1 Can't teⅡ you.耽's a surprise.

ケン: comeon,teⅡ me.

ヒロシ:1'm making a birthday card.

ケン: whosebirthday iS 詫?
ヒロシ: our mom'S!
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ケン:それを使ってどうするつもりなの?

ヒロシ:今は言えないよ。びっくりさせようと思って

るんだ。

ケン:ねえねえ,教えてよ。

ヒロシ:バースデーカードを作ってるんだ。

ケン:だれの誕生日なの?

ヒロシ:お母さんのだよ!

■(1)sunday (2)present

英文^
ケン: oh, yes! Herbirthdayissunday!

"ere y0Ⅱ are, then. Be careful W託h 詫.

ヒロシ: Thank you.1WiⅡ.

ケン: she gNeS ⅡSso much .ー

ιet's gNe h引 a presenttogether.

ヒロシ: Yes,1et'S!

全訳
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