
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】４            No.1bw069 
 
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 

Mr. Kida is our science teacher.  He likes stars very much. 

He has an astronomical telescope at home.  He watches the 

stars with it at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  They 

are beautiful. 

 
 
 
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．木田先生が教えている教科は、（          ）です。 
２．木田先生の（          ）には、天体望遠鏡があります。 
３．木田先生は、蝶（ちょう）や（          ）の写真をたくさん見せて 

くれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
science 理科   star(s) 星   astronomical telescope 天体望遠鏡 
at home 家に、自宅に   with it それを使って   at night 夜に 
of butterflies and flowers 蝶（ちょう）や花の 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw070 
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。 

Mr. Kida is [ we  our  us ] science teacher.  [ He  His  

Him ] likes stars very much. [ He  His  Him ] has an 

astronomical telescope at home.  [ He  His  Him ] watches 

the stars with [ it  its  they  their  them ] at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  [ It  Its 

They  Their  Them ] are beautiful. 
 
 
 
 
 
 

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。 

Mr. Kida is our science teacher. 

(                                                        ) 

He has an astronomical telescope at home. 

(                                                        ) 

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers. 

(                                                        ) 
They are beautiful. 
He watches the stars with it at night.  
He likes stars very much. 

 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw071 
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。 
 
 
 
 

Mr. Kida is (        ) science teacher.  (        ) likes 

stars very much. (        ) has an astronomical telescope at 

home.  (        ) watches the stars with (        ) at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  

(        ) are beautiful. 

 
 

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。 
 
 
 
 

Mr. Kida is (        ) (        ) (        ). 

(        ) (        ) stars very much. 

(        ) (        ) an astronomical telescope (        ) 
(        ). 

(        ) (        ) the stars (        ) (        ) at night.  

Mr. Kida (        ) (        ) of butterflies and flowers.  
(        ) are beautiful. 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw072 
 
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。エミになったつもりで、メモを参考にして木田先生を紹介する

英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 



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】４            No.1bw069 
 
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 

Mr. Kida is our science teacher.  He likes stars very much. 

He has an astronomical telescope at home.  He watches the 

stars with it at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  They 

are beautiful. 

 
 
 
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．木田先生が教えている教科は、（ 理科 ）です。 
２．木田先生の（ 家 ）には、天体望遠鏡があります。 
３．木田先生は、蝶（ちょう）や（ 花 ）の写真をたくさん見せて 

くれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
science 理科   star(s) 星   astronomical telescope 天体望遠鏡 
at home 家に、自宅に   with it それを使って   at night 夜に 
of butterflies and flowers 蝶（ちょう）や花の 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw070 
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。 

Mr. Kida is [ we  our  us ] science teacher.  [ He  His  

Him ] likes stars very much. [ He  His  Him ] has an 

astronomical telescope at home.  [ He  His  Him ] watches 

the stars with [ it  its  they  their  them ] at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  [ It  Its 

They  Their  Them ] are beautiful. 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

Mr. Kida is our science teacher. 

(  He likes stars very much.  ) 

He has an astronomical telescope at home. 

(  He watches the stars with it at night.   ) 

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers. 

(  They are beautiful.   ) 
They are beautiful. 
He watches the stars with it at night.  
He likes stars very much. 

解答 



 
Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw071 
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。 
 
 
 
 

Mr. Kida is ( our ) science teacher.  ( He ) likes stars very 

much. ( He ) has an astronomical telescope at home.  

(  He  ) watches the stars with ( it ) at night.  

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers.  

(  They  ) are beautiful. 

 
 

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。 
 
 
 
 

Mr. Kida is ( our ) ( science ) (  teacher  ). 

(  He  ) (  likes  ) stars very much. 

(  He   ) (  has  ) an astronomical telescope ( at ) ( home ). 

(  He  ) ( watches ) the stars ( with ) (  it  ) at night.  

Mr. Kida (  takes  ) ( pictures ) of butterflies and flowers.  
( They ) are beautiful. 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 

解答 



 
Step４  表現しよう                                                 No.1bw072 
 
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、メモを参考にして木田先生を紹介する

英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 

 

Mr. Kida is our science teacher. 

He likes stars very much. 

He has an astronomical telescope at home. 

He watches the stars with it at night. 

Mr. Kida takes pictures of butterflies and flowers. 

They are beautiful. 

 

 
 
 

        メモ 
木田先生：理科、星が大好き、家に天文望遠鏡、夜に星を見る 
     蝶（ちょう）と花の写真をとる 
蝶と花の写真：きれい 

解答 


