
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４】      No.1bw117 
 
ユウタが、写真を見せながら話しています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 

My grandfather likes music.  He has a lot of records and 

CDs.  My grandfather and I go to concerts together. 

My grandmother likes movies.  She has many DVDs.  

My grandmother and I go to movies together. 

I have one of their favorite movies here.  This is it.  Its 

music is cool.  I like it, too. 
 
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．ユウタのおじいさんは（    ）が好きで、レコードと（    ）をたくさん、

もっています。 
２．ユウタのおばあさんは（    ）が好きで、（    ）をたくさんもっています。 
３．ユウタはおじいさんと（       ）に、おばあさんと（    ）に行きま

す。 
 
 
語（句）を確認しよう 
grandfather 祖父   music 音楽   a lot of ～ たくさんの～ 
record(s) レコード   CD(s) CD (=compact disc)   go to ～ ～に行く 
concert(s) コンサート   grandmother 祖母   movie(s) 映画 
many ～ たくさんの～   DVD(s) デジタルビデオディスク（DVD） 
one of ～ ～のひとつ   their favorite movie(s) 彼らのお気に入りの映画 
here ここに   its ～ それの～   cool かっこいい 
 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw118 
ユウタが、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 grandfather likes music.  He has a lot of [ record / 
records ] and [ CD / CDs ].  My grandfather and I go to 
concerts together. 

My grandmother likes movies.  She has many [ DVD / 
DVDs ].  My grandmother and I go to movies together. 

I have one of their favorite [ movie / movies ] here.  This 
is it.  Its music is cool.  I like it, too. 

 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
ユウタが、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 grandfather likes music.  [ records and CDs / has / a 
lot of / he / . ]  My grandfather and I go to concerts together. 

[ grandmother / likes / my / movies / . ]  She has many 
DVDs.  [ go / movies / my grandmother and I / to / together / . ] 

I have one of their favorite movies here.  This is it.  Its 
music is cool.  I like it, too. 

 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
ユウタが、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 grandfather likes music. )  He has a lot of records 
and CDs.  My grandfather and I go to concerts together. 

( My grandmother likes movies. )  She has many DVDs.  
My grandmother and I go to movies together. 

( I have one of their favorite movies here. )  This is it.  
Its music is cool.  I like it, too.  
I have one of their favorite movies here. 
My grandmother likes movies. 
My grandfather likes music. 
 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw119 
 
ユウタが、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 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 
 

My grandfather likes ( music ).  He has a lot of ( records ) 
and ( CDs ).  My grandfather and I go to ( concerts ) together. 

My grandmother likes ( movies ).  She has many ( DVDs ).  
My grandmother and I go to ( movies ) together. 

I have one of their favorite ( movies ) here.  This is it.  
Its ( music ) is cool.  I like it, too. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
ユウタが、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 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 

My grandfather likes ( music ).  He has ( a ) ( lot ) ( of ) 
( records ) and ( CDs ).  My grandfather and I go to ( concerts ) 
together. 

My grandmother likes ( movies ).  She has ( many ) 
( DVDs ).  My grandmother and I go to ( movies ) together. 

I have ( one ) ( of ) ( their ) ( favorite ) ( movies ) here.  
This is it.  Its ( music ) is cool.  I like it, too. 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw120 
 
ユウタが、写真を見せながら話しています。ユウタになったつもりで、次のメモを参考

に英文を書きましょう。 
 
メモ 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tool Box 
grandfather 祖父   record(s) レコード   go to ～ ～に行く 
concert(s) コンサート   grandmother 祖母   movie(s) 映画 
many ～ たくさんの～   one of ～ ～のひとつ 
their favorite movie(s) 彼らのお気に入りの映画   here ここに 
its ～ それの～   cool かっこいい 
 
 



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４】        No.1bw117 
 
ユウタが、写真を見せながら話しています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 

My grandfather likes music.  He has a lot of records and 

CDs.  My grandfather and I go to concerts together. 

My grandmother likes movies.  She has many DVDs.  

My grandmother and I go to movies together. 

I have one of their favorite movies here.  This is it.  Its 

music is cool.  I like it, too. 
 
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．ユウタのおじいさんは（ 音楽 ）が好きで、レコードと（ CD ）をたくさん、

もっています。 
２．ユウタのおばあさんは（ 映画 ）が好きで、（ DVD ）をたくさんもっています。 
３．ユウタはおじいさんと（ コンサート ）に、おばあさんと（ 映画 ）に行きま

す。 
 
 
語（句）を確認しよう 
grandfather 祖父   music 音楽   a lot of ～ たくさんの～ 
record(s) レコード   CD(s) CD (=compact disc)   go to ～ ～に行く 
concert(s) コンサート   grandmother 祖母   movie(s) 映画 
many ～ たくさんの～   DVD(s) デジタルビデオディスク（DVD） 
one of ～ ～のひとつ   their favorite movie(s) 彼らのお気に入りの映画 
here ここに   its ～ それの～   cool かっこいい 
 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw118 
ユウタが、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 grandfather likes music.  He has a lot of [ record / 
records ] and [ CD / CDs ].  My grandfather and I go to 
concerts together. 

My grandmother likes movies.  She has many [ DVD / 
DVDs ].  My grandmother and I go to movies together. 

I have one of their favorite [ movie / movies ] here.  This is 
it.  Its music is cool.  I like it, too. 

 
 
Step２ ② 文のしくみを理解しよう 
ユウタが、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 grandfather likes music.  [    He has a lot of records 
and CDs.     ]  My grandfather and I go to concerts together. 

[  My grandmother likes movies.  ]  She has many 
DVDs.  [   My grandmother and I go to movies together.    ] 

I have one of their favorite movies here.  This is it.  Its 
music is cool.  I like it, too. 

 
 
Step２ ③ 全体の流れを理解しよう 
ユウタが、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 grandfather likes music. )  He has a lot of records 
and CDs.  My grandfather and I go to concerts together. 

( My grandmother likes movies. )  She has many DVDs.  
My grandmother and I go to movies together. 

( I have one of their favorite movies here. )  This is it.  
Its music is cool.  I like it, too.  
I have one of their favorite movies here. 
My grandmother likes movies. 
My grandfather likes music. 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw119 
 
ユウタが、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 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 
 

My grandfather likes ( music ).  He has a lot of ( records ) 
and ( CDs ).  My grandfather and I go to ( concerts ) together. 

My grandmother likes ( movies ).  She has many ( DVDs ).  
My grandmother and I go to ( movies ) together. 

I have one of their favorite ( movies ) here.  This is it.  
Its ( music ) is cool.  I like it, too. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
 
ユウタが、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 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 

My grandfather likes ( music ).  He has ( a ) ( lot ) ( of ) 
( records ) and ( CDs ).  My grandfather and I go to ( concerts ) 
together. 

My grandmother likes ( movies ).  She has ( many ) 
( DVDs ).  My grandmother and I go to ( movies ) together. 

I have ( one ) ( of ) ( their ) ( favorite ) ( movies ) here.  
This is it.  Its ( music ) is cool.  I like it, too. 

解答 



 Step４  表現しよう                                                No.1bw120 
 
ユウタが、写真を見せながら話しています。ユウタになったつもりで、次のメモを参考

に英文を書きましょう。 
 
メモ 
祖父  音楽好き  レコードと CD をたくさん持っている 
    コンサートへいっしょに出かける 
祖母  映画好き  DVD をたくさん持っている 
    映画へいっしょに出かける 
私は二人のお気に入りの映画を持っている  その音楽がかっこいい ぼくも好き 
 

 

My grandfather likes music.  He has a lot of records and 

CDs.  My grandfather and I go to concerts together. 

My grandmother likes movies.  She has many DVDs. 

My grandmother and I go to movies together. 

I have one of their favorite movies here. Its music 

is cool.  I like it, too. 

Tool Box 
grandfather 祖父   record(s) レコード   go to ～ ～に行く 
concert(s) コンサート   grandmother 祖母   movie(s) 映画 
many ～ たくさんの～   one of ～ ～のひとつ 
their favorite movie(s) 彼らのお気に入りの映画   here ここに 
its ～ それの～   cool かっこいい 
 

解答例 


