
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 【家族紹介４】             No.1bw101 
 
マイコが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むメア

リに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 
This is Emiko.  She is my grandmother.  Her birthday is 

February 18.  She is sixty-five years old. 

My grandmother is an artist.  She paints flowers and 

plants.  She makes picture postcards.  They are beautiful.  

She is a wonderful painter. 

 
 
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．えみこの誕生日は（      ）月 18 日です。 
２．えみこは、（      ）歳です。 
３．えみこは、草花の絵をかき、（          ）をつくります。 
 
 
語（句）を確認しよう 
This is ～ こちらは ～   she 彼女は   grandmother 祖母 
birthday 誕生日   February ２月   sixty-five years old 65 歳 
an artist 芸術家   paint(s) ～ ～を（絵の具で）かく   flower(s) 花

plants 植物（草）   make(s) つくる   picture post card(s) 絵葉書 
they それらは   beautiful 美しい   wonderful すばらしい 
a painter 画家 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw102 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。

[         ]内の語を正しく並べ替えましょう。文の最初に来る文字は、大文字で書き始

めましょう。 
 
[ Emiko / is / this / . ]  [ is / grandmother / she / my / . ]  Her 

birthday is February 18.  [ sixty-five years / is / old / she / . ] 

[ my / artist / an / grandmother / is / . ]  She paints flowers 

and plants.  She makes picture postcards.  [ are / they / 

beautiful / . ]  She is a wonderful painter. 

 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。

（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 
 

(  This is Emiko.  )  She is my grandmother.  Her 

birthday is February 18.  (   She is sixty-five years old.   ) 

My grandmother is an artist.  She paints flowers and 

plants.  She makes picture postcards.  (  They are 

beautiful.  )  She is a wonderful painter. 

 
They are beautiful. 
She is sixty-five years old. 
This is Emiko. 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw103 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。次

のメモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

(  This  ) (  is  ) Emiko.  She (  is  ) my grandmother.  
Her birthday (  is  ) February 18.  She (  is  ) sixty-five 
years old. 

My grandmother (  is  ) an artist.  She paints flowers and 
plants.  She makes picture postcards.  They (  are  ) 
beautiful.  She (  is  ) a wonderful painter. 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。次

のメモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

(  This  ) (  is  ) Emiko.  (  She  ) (  is  ) my 
grandmother.  Her birthday (  is  ) February 18.  She 
(  is  ) sixty-five years (  old  ). 

My grandmother (  is  ) an artist.  She paints flowers and 
plants.  She makes picture postcards.  (  They  ) (  are  ) 
beautiful.  She (  is  ) a wonderful painter. 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw104 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。マ

イコになったつもりで、次のメモを参考に英文を書きましょう。 
 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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【家族紹介４】              No.1bw101 
 
マイコが、インターネットの国際交流ホームページで知り合った、アメリカに住むメア

リに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 
This is Emiko.  She is my grandmother.  Her birthday is 

February 18.  She is sixty-five years old. 

My grandmother is an artist.  She paints flowers and 

plants.  She makes picture postcards.  They are beautiful.  

She is a wonderful painter. 

 
 
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．えみこの誕生日は（  ２  ）月 18 日です。 
２．えみこは、（  ６５  ）歳です。 
３．えみこは、草花の絵をかき、（   絵葉書   ）をつくります。 
 
 
語（句）を確認しよう 
This is ～ こちらは ～   she 彼女は   grandmother 祖母 
birthday 誕生日   February ２月   sixty-five years old 65 歳 
an artist 芸術家   paint(s) ～ ～を（絵の具で）かく   flower(s) 花

plants 植物（草）   make(s) つくる   picture post card(s) 絵葉書 
they それらは   beautiful 美しい   wonderful すばらしい 
a painter 画家 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw102 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。

[         ]内の語を正しく並べ替えましょう。文の最初に来る文字は、大文字で書き始

めましょう。 
 
[  This is Emiko.  ]  [  She is my grandmother.  ]  Her 

birthday is February 18.  [  She is sixty-five years old.  ] 

[   My grandmother is an artist.   ]  She paints flowers 

and plants.  She makes picture postcards.  [  They are 

beautiful.  ]  She is a wonderful painter. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )について書いたメールです。

（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 
 

(  This is Emiko.  )  She is my grandmother.  Her 

birthday is February 18.  (   She is sixty-five years old.   ) 

My grandmother is an artist.  She paints flowers and 

plants.  She makes picture postcards.  (  They are 

beautiful.  )  She is a wonderful painter. 
 
 
 
They are beautiful. 
She is sixty-five years old. 
This is Emiko. 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw103 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。次

のメモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

(  This  ) (  is  ) Emiko.  She (  is  ) my grandmother.  
Her birthday (  is  ) February 18.  She (  is  ) sixty-five 
years old. 

My grandmother (  is  ) an artist.  She paints flowers and 
plants.  She makes picture postcards.  They (  are  ) 
beautiful.  She (  is  ) a wonderful painter. 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。次

のメモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

(  This  ) (  is  ) Emiko.  (  She  ) (  is  ) my 
grandmother.  Her birthday (  is  ) February 18.  She 
(  is  ) sixty-five years (  old  ). 

My grandmother (  is  ) an artist.  She paints flowers and 
plants.  She makes picture postcards.  (  They  ) (  are  ) 
beautiful.  She (  is  ) a wonderful painter. 

解答 



 Step４  表現しよう                                                No.1bw104 
 
マイコが、アメリカにいるメアリに、祖母のえみこ( Emiko )を紹介するメールです。マ

イコになったつもりで、次のメモを参考に英文を書きましょう。 
 
メモ 
えみこ  祖母  ２月 18 日生まれ  65 歳  芸術家   
草花の絵  絵葉書を作る  その絵葉書は美しい  すばらしい画家 
 

 

This is Emiko.  She is my grandmother.  Her birthday  

is February 18.  She is sixty-five years old. 

My grandmother is an artist.  She paints flowers and 

plants.  She makes picture postcards.  They are beautiful. 

She is a wonderful painter. 

 

 

解答例 


