
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 【家族の好きなもの１】     No.1bw105 
 
マサシが、写真を見せながら話しています。 
Step1 モデル文を読もう 

My family likes animals.  We have a dog, two cats and 

five birds at home. 

These two green tortoises are mine.  They are cute.  

They are not Japanese tortoises.  Originally they are from 

America.  Did you know that? 
 
 
 
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．マサシの家には、犬が（   ）匹、ねこが（   ）匹、鳥が（   ）羽いま

す。 
２．マサシは、（     ）を（   ）匹飼っています。 
３．マサシが飼っているものは、（     ）にもともといたのではなく、（     ）

から来た外来種（がいらいしゅ）です。 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   animal(s) 動物   bird(s) 鳥   at home 家に  
these この（２つ以上のものをさし示すときに使う）   green 緑の 
tortoise(s) カメ   mine わたしのもの   they それらは    
cute かわいい   Japanese 日本の    
be from ～ ～出身である（～から来た）   originally もともとは  
know ～ ～を知っている 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw106 
マサシが、写真を見せながら話しています。[         ]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。 

My family likes [ an animal / animals ].  We have a [ dog / 
dogs ], two [ cat / cats ] and five [ bird / birds ] at home. 

[ This / These ] two green [ tortoise / tortoises ] are mine.  
[ It / They ] are cute.  They are not Japanese tortoises.  
Originally they are from America.  Did you know that?  
 

Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
マサシが、写真を見せながら話しています。[         ]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。 

My family likes animals.  [ have / and / we / a dog / two / 
cats / five birds / at home / , / . ] 

These two green tortoises are mine.  They are cute.  
[ not / they / Japanese tortoises / are /. ]  Originally they are 
from America.  Did you know that? 
 

Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
マサシが、写真を見せながら話しています。（     ）に入る英文を下の枠の中から

選び、英文を書きましょう。 

(    My family        animals    .   )  We have a dog, 
two cats and five birds at home. 

(   These two green tortoise         .  )  They are cute.  
They are not Japanese tortoises.  (    Originally they are 
from America.      )  Did you know that? 
 
Originally they are from America. 
My family likes animals. 
These two green tortoises are mine. 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw107 
マサシが、写真を見せながら話しています。次のメモを参考に、（    ）に適切な英

語を入れましょう。 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身 
 

My family likes animals.  We have a (  dog  ), two 

(  cats  ) and five (  birds  ) at home. 

These (  two  ) green tortoises (  are  ) mine.  They are 

cute.  They (  are  ) (  not  ) Japanese tortoises.  Originally 

they are from America.  Did you know that? 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
マサシが、写真を見せながら話しています。次のメモを参考に、（    ）に適切な英

語を入れましょう。 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身 
 

My family likes animals.  We ( have ) (  a  ) (  dog  ), 

(  two  ) (  cats  ) and (  five  ) (  birds  ) at home. 

(  These  ) (  two  ) green tortoises (  are  ) mine.  

They are cute.  (  They  ) (  are  ) (  not  ) Japanese 

tortoises.  Originally they are from America.  Did you know 

that? 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw108 
 
マサシが、写真を見せながら話しています。マサシになったつもりで、次のメモを参考

に英文を書きましょう。 
 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tool Box 
family 家族   animal(s) 動物   at home 家に   green 緑の 
tortoise(s) カメ   mine わたしのもの   Japanese 日本の 
originally もともとは   know ～ ～を知っている 



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【家族の好きなもの１】       No.1bw105 
 
マサシが、写真を見せながら話しています。 
Step1 モデル文を読もう 

My family likes animals.  We have a dog, two cats and 

five birds at home. 

These two green tortoises are mine.  They are cute.  

They are not Japanese tortoises.  Originally they are from 

America.  Did you know that? 
 
 
 
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．マサシの家には、犬が（ １ ）匹、ねこが（ ２ ）匹、鳥が（ ５ ）羽いま

す。 
２．マサシは、（  カメ  ）を（ ２ ）匹飼っています。 
３．マサシが飼っているものは、（  日本  ）にもともといたのではなく、（ アメリカ ）

から来た外来種（がいらいしゅ）です。 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   animal(s) 動物   bird(s) 鳥   at home 家に  
these この（２つ以上のものをさし示すときに使う）   green 緑の 
tortoise(s) カメ   mine わたしのもの   they それらは    
cute かわいい   Japanese 日本の    
be from ～ ～出身である（～から来た）   originally もともとは  
know ～ ～を知っている 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw106 
マサシが、写真を見せながら話しています。[         ]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。 

My family likes [ an animal / animals ].  We have a [ dog / 
dogs ], two [ cat / cats ] and five [ bird / birds ] at home. 

[ This / These ] two green [ tortoise / tortoises ] are mine.  
[ It / They ] are cute.  They are not Japanese tortoises.  
Originally they are from America.  Did you know that?  
 

Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
マサシが、写真を見せながら話しています。[         ]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。 

My family likes animals.  [       We have a dog, two 
cats and five birds at home.       ] 

These two green tortoises are mine.  They are cute.  
[   They are not Japanese tortoises.   ]  Originally they are 
from America.  Did you know that? 
 

Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
マサシが、写真を見せながら話しています。（     ）に入る英文を下の枠の中から

選び、英文を書きましょう。 

(    My family likes animals.   )  We have a dog, two 
cats and five birds at home. 

(   These two green tortoises are mine.   )  They are 
cute.  They are not Japanese tortoises.  (    Originally they 
are from America.      )  Did you know that? 
 
Originally they are from America. 
My family likes animals. 
These two green tortoises are mine. 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw107 
マサシが、写真を見せながら話しています。次のメモを参考に、（    ）に適切な英

語を入れましょう。 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身   
 

My family likes animals.  We have a (  dog  ), two 

(  cats  ) and five (  birds  ) at home. 

These (  two  ) green tortoises (  are  ) mine.  They are 

cute.  They (  are  ) (  not  ) Japanese tortoises.  Originally 

they are from America.  Did you know that? 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
マサシが、写真を見せながら話しています。次のメモを参考に、（    ）に適切な英

語を入れましょう。 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身 
 

My family likes animals.  We ( have ) (  a  ) (  dog  ), 

(  two  ) (  cats  ) and (  five  ) (  birds  ) at home. 

(  These  ) (  two  ) green tortoises (  are  ) mine.  

They are cute.  (  They  ) (  are  ) (  not  ) Japanese 

tortoises.  Originally they are from America.  Did you know 

that? 

解答 



 Step４  表現しよう                                                No.1bw108 
 
マサシが、写真を見せながら話しています。マサシになったつもりで、次のメモを参考

に英文を書きましょう。 
 
メモ 
家族  動物好き  犬（１匹）、ねこ（２匹）、鳥（５羽）を飼っている 
緑のカメ（２匹）はぼくのもの それらはかわいい   
日本のカメではない  アメリカ出身 
 
 

My family likes animals.  We have a dog, two cats and 

five birds at home. 

These two green tortoises are mine.  They are cute. 

They are not Japanese tortoises.  Originally they are from 

America. 

 

 
Tool Box 
family 家族   animal(s) 動物   at home 家に   green 緑の 
tortoise(s) カメ   mine わたしのもの   Japanese 日本の 
originally もともとは   know ～ ～を知っている 

解答例 


