
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３】      No.1bw113 
 
ミホが、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 books.  My father reads history books.  

My mother reads travel guidebooks.  My brother reads comic 

books.  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

This book is from the library.  It is very interesting. 
 
 
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．ミホの家族は、（     ）が好きです。 
２．お父さんは歴史の本、お母さんは旅行ガイドブック、弟は（     ）、ミホは小

説を読みます。 
３．（   ）曜日にときどき家族で近所の（     ）に行きます。 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   book(s) 本   father 父   read(s) 読む    
history 歴史   mother 母   travel guidebook(s) 旅行ガイドブック 
brother  兄(弟)   comic book(s) マンガ   novel(s) 小説 
we わたしたちは   sometimes ときどき   go to ～ ～へ行く  
library 図書館   near our house わたしたちの家の近くの 
be from ～ ～から来ている   interesting おもしろい 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw114 
ミホが、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 [ a book / books ].  My father reads 
history books.  My mother reads travel guidebooks.  My 
brother reads comic books.  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
[ This / These ] book is from the library.  [ It / They ] is very 
interesting. 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
ミホが、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。 

[ books / my / likes / family / . ]  My father reads history 
books.  My mother reads travel guidebooks.  [ reads / brother 
/ comic books / my / . ]  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
[ the library / this book / from / is / . ]  [ very / is / interesting /  
it / . ] 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
ミホが、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 father reads history 
books.  My mother reads travel guidebooks.  My brother 
reads comic books.  (                          ) 

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
(                           )  It is very interesting. 
 
This book is from the library. 
I read novels. 
My family likes books. 
 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw115 
 
ミホが、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 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 

My family likes ( books ).  My father reads history books.  

My mother reads travel guidebooks.  My brother reads 

( comic ) ( books ).  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

( This ) ( book ) is from the library.  ( It ) ( is ) very interesting. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
ミホが、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 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 
 

(  My  ) ( family ) likes ( books ).  My father reads 

history books.  My mother reads travel guidebooks.  My 

brother reads ( comic ) ( books ).  (  I  ) ( read ) novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

( This ) ( book ) (  is  ) ( from ) the library.  ( It  ) (  is ) 

( very ) interesting. 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw116 
 
ミホが、写真を見せながら話しています。ミホになったつもりで、次のメモを参考に英

文を書きましょう。 
メモ 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tool Box 
father 父   read(s) 読む   history 歴史   mother 母    
travel guidebook(s) 旅行ガイドブック   brother 兄(弟)   novel(s) 小説

sometimes ときどき   go to ～ ～へ行く   library  図書館 
near our house  わたしたちの家の近くの   be from ～  ～から来ている

interesting おもしろい 



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【家族の好きなもの３】        No.1bw113 
 
ミホが、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 books.  My father reads history books.  

My mother reads travel guidebooks.  My brother reads comic 

books.  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

This book is from the library.  It is very interesting. 
 
 
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．ミホの家族は、（  本  ）が好きです。 
２．お父さんは歴史の本、お母さんはガイドブック、弟は（ マンガ ）、ミホは小説 

が読みます。 
３．（ 日 ）曜日にときどき家族で近所の（ 図書館 ）に行きます。 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
family 家族   book(s) 本   father 父   read(s) 読む    
history 歴史   mother 母   travel guidebook(s) 旅行ガイドブック 
brother  兄(弟)   comic book(s) マンガ   novel(s) 小説 
we わたしたちは   sometimes ときどき   go to ～ ～へ行く  
library 図書館   near our house わたしたちの家の近くの 
be from ～ ～から来ている   interesting おもしろい 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw114 
ミホが、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 [ a book / books ].  My father reads history 
books.  My mother reads travel guidebooks.  My brother 
reads comic books.  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
[ This / These ] book is from the library.  [ It / They ] is very 
interesting. 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
ミホが、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 books.    ]  My father reads 
history books.  My mother reads travel guidebooks.  [   My 
brother reads comic books.     ]  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
[   This book is from the library.   ]  [  It is very 
interesting.  ] 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
ミホが、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 books.  )  My father reads history 
books.  My mother reads travel guidebooks.  My brother 
reads comic books.  (   I read novels.   ) 

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  
(  This book is from the library.  )  It is very interesting. 
 
This book is from the library. 
I read novels. 
My family likes books. 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw115 
 
ミホが、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 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 
 

My family likes ( books ).  My father reads history books.  

My mother reads travel guidebooks.  My brother reads 

( comic ) ( books ).  I read novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

( This ) ( book ) is from the library.  ( It ) ( is ) very interesting. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
ミホが、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 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 

(  My  ) ( family ) likes ( books ).  My father reads 

history books.  My mother reads travel guidebooks.  My 

brother reads ( comic ) ( books ).  (  I  ) ( read ) novels.   

We sometimes go to the library near our house on Sunday.  

( This ) ( book ) (  is  ) ( from ) the library.  ( It  ) (  is ) 

( very ) interesting. 

解答 



 Step４  表現しよう                                                No.1bw116 
ミホが、写真を見せながら話しています。ミホになったつもりで、次のメモを参考に英

文を書きましょう。 
 
メモ 
家族は本好き  父：歴史の本 母：旅行ガイドブック 弟：マンガ 私：小説 
日曜日にときどき近所の図書館へ行く  この本は図書館からです 
とてもそれはおもしろい 
 

 

My family likes books.  My father reads history books. 

My mother reads travel guidebooks.  My brother reads  

comic books.  I read novels. 

We sometimes go to the library near our house on Sunday. 

This book is from the library.  It is very interesting. 

Tool Box 
father 父   read(s) 読む   history 歴史   mother 母    
travel guidebook(s) 旅行ガイドブック   brother 兄(弟)   novel(s) 小説

sometimes ときどき   go to ～ ～へ行く   library  図書館 
near our house  わたしたちの家の近くの   be from ～  ～から来ている

interesting おもしろい 

解答例 


