
補助ワークブック 1 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【先生紹介】１            No.1bw057 
 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Ms. Hayashi is our P.E. teacher.  She is strong.  She can 

crush an apple in her hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting.  We like them 

very much.  I think I am a good dancer. 

 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 
１．林先生は、（          ）を教えています。 
２．林先生は、手で（          ）をにぎりつぶすことができます。 
３．エミたちは（          ）の授業がとても好きです。 
 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
P.E. 体育   strong 強い   crush にぎりつぶす    
in her hand (彼女の)手(の中)で   dance ダンス   lesson(s) 授業 
exciting 楽しい、わくわくする   think ～ ～と思う   dancer ダンサー 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw058 
エミが、アメリカにいるナンシーに、自分の学校の先生について書いたメールです。 
[         ]内の語から最も適切なものを選び、その語を○でかこみましょう。 

Ms. Hayashi is [ we  our  us ] P.E. teacher.  [ She  Her ] 

is strong.  [ She  Her ] can crush an apple in [ she  her ]  

hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting.  We like [ they  

their  them ] very much. 

                         
  

 

 

Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 
 
(                                                        ) 

She is strong.  

(                                                        ) 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

(                                                        ) 

I think I am a good dancer. 
 

She can crush an apple in her hand. 
Ms. Hayashi is our P.E. teacher. 
We like them very much. 

 
 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw059 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。メモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
       
 

 
 
Ms. Hayashi is our P.E. teacher. 

(        )  is strong. 

(        ) can crush an apple in (        ) hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

We like (        ) very much. 

I think I am a good dancer. 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。メモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
       
 

 
 
Ms. Hayashi is (        ) (        ) (        ). 

(        ) is strong. 

(        ) (        ) crush an apple in (        ) (        ). 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

(        ) like (        ) very much. 

I think I am a good dancer. 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw060 
 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーにメールを書きます。エミになったつもりでメモを参考にして、林先生を紹介する英

文を書きましょう。 
       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 



補助ワークブック 1 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【先生紹介】１            No.1bw057 
 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Ms. Hayashi is our P.E. teacher.  She is strong.  She can 

crush an apple in her hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting.  We like them 

very much.  I think I am a good dancer. 

 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 
１．林先生は、（  体育  ）を教えています。 
２．林先生は、手で（  りんご  ）をにぎりつぶすことができます。 
３．エミたちは（  ダンス  ）の授業がとても好きです。 
 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
P.E. 体育   strong 強い   crush にぎりつぶす    
in her hand (彼女の)手(の中)で   dance ダンス   lesson(s) 授業 
exciting 楽しい、わくわくする   think ～ ～と思う   dancer ダンサー 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw058 
エミが、アメリカにいるナンシーに、自分の学校の先生について書いたメールです。 
[         ]内の語から最も適切なものを選び、その語を○でかこみましょう。 

Ms. Hayashi is [ we  our  us ] P.E. teacher.  [ She  Her ] 

is strong.  [ She  Her ] can crush an apple in [ she  her ]  

hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting.  We like [ they  

their  them ] very much. 

                         
  

 

 

Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 
 
(  Ms. Hayashi is our P.E. teacher.  ) 

She is strong.  

(  She can crush an apple in her hand.  ) 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

(  We like them very much.  ) 

I think I am a good dancer. 
 

She can crush an apple in her hand. 
Ms. Hayashi is our P.E. teacher. 
We like them very much. 

 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw059 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。メモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
       
 

 
 
Ms. Hayashi is our P.E. teacher. 

( She )  is strong. ( She ) can crush an apple in ( her ) hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

We like ( them ) very much. 

I think I am a good dancer. 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーに書いたメールです。メモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
       
 

 
 
Ms. Hayashi is (  our  ) ( P.E. ) (  teacher  ). 

( She ) is strong.  

( She) ( can ) crush an apple in ( her ) ( hand ). 

Ms. Hayashi’s dance lessons are exciting. 

( We ) like (  them  ) very much. 

I think I am a good dancer. 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 

解答 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw060 
 
エミが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むナンシ

ーにメールを書きます。エミになったつもりでメモを参考にして、林先生を紹介する英

文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

Ms. Hayashi is our P.E. teacher. 

She is strong. She can crush an apple in her hand. 

Ms. Hayashi’s dance lessons are very exciting. 

We like them very much. 

I think I am a good dancer. 

 

 

 
 

解答 

                メモ 
林先生：私たちの体育担当     強い：りんごを手でにぎりつぶせる 
ダンスの授業：おもしろい     みんな：ダンスの授業が大好き 
わたし：ダンスが得意 


