
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２】      No.1bw109 
 
アイコが、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 fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  

In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy grapes.  

In winter, we enjoy apples. 

We grow some trees in the garden. We have an orange 

tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
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．アイコの家族は、（     ）が好きです。 
２．春は（     ）、夏は（     ）、秋は（     ）、冬は（     ）

を楽しみます。 
３．庭には、（     ）、（     ）、（     ）の木があります。 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   fruit(s) くだもの   enjoy ～ ～を楽しむ    
spring 春   strawberry (strawberries) いちご   summer 夏 
watermelon(s) すいか   fall 秋   grape(s) ぶどう   winter 冬 
apple(s) りんご   grow ～ ～を育てる   tree(s) 木 
in the garden 庭で   these これらは   orange みかん 
cherry 桜   peach もも 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw110 
アイコが、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 fruits.  In spring, we enjoy [ a strawberry 
/ strawberries] .  In summer, we enjoy watermelons.  In fall, 
we enjoy [ a grape / grapes ].  In winter, we enjoy apples. 

We grow some [ tree / trees ] in the garden.  We have an 
orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
アイコが、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 fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  
In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy grapes.  
In winter, [ enjoy / we / apples ]. 

[ trees / grow / some / we / in the garden / . ]  We have an 
orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
アイコが、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 like fruits.)  In spring, we enjoy strawberries.  
In summer, we enjoy watermelons.  ( In fall, we enjoy grapes. )  
In winter, we enjoy apples. 

(                         )    We have an orange tree, 
a cherry tree and a peach tree. 
 
In fall, we enjoy grapes. 
My family likes fruits. 
We grow some trees in the garden. 
 
 
 
 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw111 
 
アイコが、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  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 
 

My family likes fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  

In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy ( grapes ).  

In winter, we enjoy ( apples ). 

We grow ( some ) ( trees ) in the garden.  We have an 

orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
アイコが、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  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 
 

My family likes fruits.  In spring, ( we ) ( enjoy ) 

strawberries.  In summer, ( we ) ( enjoy ) watermelons.  In fall, 

( we ) ( enjoy ) ( grapes ).  In winter, ( we ) ( enjoy ) ( apples ). 

We grow ( some ) ( trees ) in the garden. We have an 

orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw112 
 
アイコが、写真を見せながら話しています。ア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 
家族  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tool Box 
family 家族   fruit(s) くだもの   spring 春 
strawberry (strawberries) いちご   summer 夏   watermelon(s) すいか 
fall 秋   winter 冬   grow ～ ～を育てる   in the garden 庭で 
these これらは   orange みかん   cherry 桜   peach  もも 
 



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２】        No.1bw109 
 
アイコが、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 fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  

In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy grapes.  

In winter, we enjoy apples. 

We grow some trees in the garden.  We have an orange 

tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
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．アイコの家族は、（ くだもの ）が好きです。 
２．春は（ いちご ）、夏は（ すいか ）、秋は（ ぶどう ）、冬は（ りんご ）

を楽しみます。 
３．庭には、（ みかん ）、（  桜  ）、（  もも  ）の木があります。 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   fruit(s) くだもの   enjoy ～ ～を楽しむ    
spring 春   strawberry (strawberries) いちご   summer 夏 
watermelon(s) すいか   fall 秋   grape(s) ぶどう   winter 冬 
apple(s) りんご   grow ～ ～を育てる   tree(s) 木 
in the garden 庭で   these これらは   orange みかん 
cherry 桜   peach もも 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw110 
アイコが、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 fruits.  In spring, we enjoy [ a strawberry / 
strawberries] .  In summer, we enjoy watermelons.  In fall, 
we enjoy [ a grape / grapes ].  In winter, we enjoy apples. 

We grow some [ tree / trees ] in the garden.  We have an 
orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
アイコが、Show and Tell で話しています。[         ]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 fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  
In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy grapes.  
In winter, [   we enjoy apples   ]. 

[     We grow some trees in the garden.     ]  We have 
an orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
アイコが、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 fruits.)  In spring, we enjoy strawberries.  
In summer, we enjoy watermelons.  ( In fall, we enjoy grapes. )  
In winter, we enjoy apples. 

(We grow some trees in the garden. )  We have an orange 
tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
In fall, we enjoy grapes. 
My family likes fruits. 
We grow some trees in the garden. 
 
 
 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw111 
 
アイコが、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  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 
 

My family likes fruits.  In spring, we enjoy strawberries.  

In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy ( grapes ).  

In winter, we enjoy ( apples ). 

We grow ( some ) ( trees ) in the garden.  We have an 

orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
アイコが、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  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 
 

My family likes fruits.  In spring, ( we ) ( enjoy ) 

strawberries.  In summer, ( we ) ( enjoy ) watermelons.  In fall, 

( we ) ( enjoy ) ( grapes ).  In winter, ( we ) ( enjoy ) ( apples ). 

We grow ( some ) ( trees ) in the garden.    We have an 

orange tree, a cherry tree and a peach tree. 
 

解答 



 Step４  表現しよう                                                No.1bw112 
 
アイコが、写真を見せながら話しています。ア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 
家族  くだもの好き   
春にはいちご、夏にはすいか、秋にはぶどう、冬にはりんごを楽しみます 
庭にいくつかの木を育てている   みかん、桜、ももの木がある 
 
 

My family likes fruits.  In spring, we enjoy strawberries. 

In summer, we enjoy watermelons.  In fall, we enjoy grapes. 

In winter, we enjoy apples. 

We grow some trees in the garden.   

We have an orange tree, a cherry tree and a peach tree  

. 

Tool Box 
family 家族   fruit(s) くだもの   spring 春 
strawberry (strawberries) いちご   summer 夏   watermelon(s) すいか 
fall 秋   winter 冬   grow ～ ～を育てる   in the garden 庭で 
these これらは   orange みかん   cherry 桜   peach  もも 
 

解答例 


