
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】３            No.1bw065 
 
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. Matsui is our English teacher.  She always has a big 

bag with her.  She has a lot of things in it.  They are pictures, 

books, CDs and toys.  She shows them and tells many stories 

to us.  We look forward to her lessons. 

 
 
 
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．松井先生が教えている教科は、（          ）です。 
２．松井先生は、いつも（          ）を持ち歩いています。 
３．松井先生のかばんには、（          ）、（          ）、 
  （          ）、おもちゃが入っています。 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
always  いつも   has 持っている(have の 3 人称単数現在形)    

with her 身につけて   a lot of ～ たくさんの～   thing(s) 物  
toy(s) おもちゃ   show(s) 見せる   tell(s) 話す   many たくさんの

story (stories) 話   look forward to ～ ～を楽しみにする 
 
 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw066 
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。[         ]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. Matsui is [ we  our  us ] English teacher.  [ She  

Her ] always has a big bag with [ she  her ].  [ She  Her ]  

has a lot of things in [ it  its ].  [ They  Their  Them ] are 

pictures, books, CDs and toys.  [ She  Her ] shows [ they  

their  them ] and tells many stories to [ we  our  us ].  [ We  

Our  Us ] look forward to [ she  her ] lessons. 
 
 
 
 
 
 

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. Matsui is our English teacher. 

(                                                        ) 

She has a lot of things in it. 

(                                                        ) 

She shows them and tells many stories to us. 

(                                                        ) 

They are pictures, books, CDs and toys. 
We look forward to her lessons. 
She always has a big bag with her. 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw067 
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. Matsui is (        ) English teacher.  (        ) 

always has a big bag with (        ).  She has a lot of things 

in (        ).  (        ) are pictures, books, CDs and toys.  

She shows (        ) and tells many stories to (        ).  We 

look forward to (        ) lessons. 

 
 
 
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. Matsui is (        ) (        ) (        ). 

(        ) always has a big bag (        ) (        ). 

She has a lot of things (        ) (        ). 

(        ) are pictures, books, CDs (        ) toys. 

She shows (        ) and tells many stories to (        ). 

We look forward to (        ) (        ). 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

メモ 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

メモ 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw068 
 
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、松井先生を紹介す

る英文を書きましょう。 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

メモ 



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】３            No.1bw065 
 
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. Matsui is our English teacher.  She always has a big 

bag with her.  She has a lot of things in it.  They are pictures, 

books, CDs and toys.  She shows them and tells many stories 

to us.  We look forward to her lessons. 

 
 
 
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．松井先生が教えている教科は、（  英語 ）です。 
２．松井先生は、いつも（  大きなかばん  ）を持ち歩いています。 
３．松井先生のかばんには、（  写真 [絵] ）、（ 本 ）、（ CD ）、おもちゃが入

っています。 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
always  いつも   has 持っている(have の 3 人称単数現在形)    

with her 身につけて   a lot of ～ たくさんの～   thing(s) 物  
toy(s) おもちゃ   show(s) 見せる   tell(s) 話す   many たくさんの

story (stories) 話   look forward to ～ ～を楽しみにする 
 
 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw066 
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。[         ]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. Matsui is [ we  our  us ] English teacher.  [ She  

Her ] always has a big bag with [ she  her ].  [ She  Her ]  

has a lot of things in [ it  its ].  [ They  Their  Them ] are 

pictures, books, CDs and toys.  [ She  Her ] shows [ they  

their  them ] and tells many stories to [ we  our  us ].  [ We  

Our  Us ] look forward to [ she  her ] lessons. 
 
 
 
 
 
 

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. Matsui is our English teacher. 

(  She always has a big bag with her.  ) 

She has a lot of things in it. 

(  They are pictures, books, CDs and toys.  ) 

She shows them and tells many stories to us. 

(  We look forward to her lessons.  ) 

They are pictures, books, CDs and toys. 
We look forward to her lessons. 
She always has a big bag with her. 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw067 
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. Matsui is ( our ) English teacher.  ( She ) always has a 

big bag with ( her ).  She has a lot of things in ( it ).  ( They ) 

are pictures, books, CDs and toys.  She shows ( them ) and 

tells many stories to ( us ).  We look forward to ( her ) lessons. 

 
 
 
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. Matsui is ( our ) ( English ) ( teacher ). 

( She ) always has a big bag ( with ) ( her ). 

She has a lot of things ( in ) ( it ). 

( They ) are pictures, books, CDs ( and ) toys. 

She shows ( them ) and tells many stories to ( us ). 

We look forward to ( her ) ( lessons ). 
 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

解答 

メモ 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

メモ 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw068 
 
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、松井先生を紹介す

る英文を書きましょう。 
 
 
 
 

 
 

Ms. Matsui is our English teacher. 

She always has a big bag with her. 

She has a lot of things in it. They are pictures, books, 

CDs and toys. 

She shows them and tells many stories to us. 

We look forward to her lessons. 

 

 
 
 
 

解答 

松井先生：英語  いつも大きなかばんを持ちあるいている 
かばんの中：たくさんのもの、絵･写真、本、ＣＤ、おもちゃ 
松井先生：私たちに見せていろいろな話をしてくれる 
私たち：授業が楽しみ 

メモ 


