
ワークブック Step1 1 年 三人称単数現在      No.1w009 
【モデル文を読んでみよう】  

マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについて

カナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

読んでみましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he lives in New York. 

 He likes baseball very much. 

Kana : Does he play it well? 

Mike : Yes, he does.  He practices it after school. 

Kana : Who is this girl? 

Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.  She runs very fast. 

Kana : Cool.  What sport does she play? 

Mike : She plays basketball.  She often watches games on TV. 

  She also studies hard every day. 

Kana : Great!   

 Well, is this boy your friend too?  He looks a little older… 

Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He works at a hospital. 

 

 

【ポイントを確認しよう】  

１．エリック（Eric）がするスポーツは何ですか。   

２．アン（Ann）がするスポーツは何ですか。  

３．アンがスポーツ以外にがんばっていることは何ですか。  

４．ジェフ（Jeff）とは誰ですか。  

 

 

 



ワークブック Step2 1 年 三人称単数現在      No.1w010 
マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについてカ

ナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

[    ]内の動詞を正しい形になおして、下の解答欄に書きましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he ① [ live ] in New 
York. 

 He ② [ like ] baseball very much. 
Kana : Does he play it well? 
Mike : Yes, he does.  He ③ [ practice ] it after school. 
Kana : Who is this girl? 
Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.  She ④ [ run ] very fast. 
Kana : Cool.  What sport does she play? 
Mike : She ⑤ [ play ] basketball.  She often ⑥ [ watch ] games on TV. 
 She also ⑦ [ study ] hard every day. 
Kana : Great!   
 Well, is this boy your friend too?  He looks a little older… 
Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He ⑧ [ work ] at a hospital. 

 

①Now he            in New York. 

②He            baseball very much. 

③He            it after school. 

④She            very fast. 

⑤She            basketball. 

⑥She often            games on TV. 

⑦She also            hard every day. 

⑧He            at a hospital. 

 



ワークブック Step3 1 年 三人称単数現在      No.1w011 
マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについてカ

ナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

下のメモを参考にして、会話のあいているところに英語を書きましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he lives in New York. 
 He                       very much. 
Kana : Does he play it well? 
Mike : Yes, he does.  He practices it after school. 
Kana : Who is this girl? 
Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.  

She                          . 
Kana : Cool.  What sport does she play? 
Mike : She plays basketball.  She often                 
 on TV. 
  She also                      every day. 
Kana : Great!   
 Well, is this boy your friend?  He looks a little older… 
Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He              a 

hospital. 
 

【メモ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリックについて  
 オーストラリア出身

で、今はニューヨーク

に住んでいる。  
 野球がとても好き。  
 放課後、野球の練習を

している。  

アンについて  
 スポーツが得意。  
 走るのがとても速い。  
 バスケットボールをするし、

試合をテレビでよく見る。  
 毎日一生懸命勉強する。  

ジェフについて  
 アンのお兄さん。  
 病院で働いている。  



ワークブック Step4 1 年 三人称単数現在     No.1w012 
マイク（Mike）が英語の時間に、アメリカにいる自分の友だちについて写真を

見せながら紹介するスピーチをすることになりました。次の英文はそのスピーチ

原稿です。下のメモを参考にして、あいているところに英文を書きましょう。  

 
【スピーチ原稿】  

Hello, everyone. 

Now, I will tell you about some friends of mine in America. 

 

This is Eric.  He is from Australia.   

Now                                                        .   

                                                            . 

He practices it after school. 

 

This is Ann.  She is good at sports.   

                                                            . 

She plays basketball.   

                                                            . 

         also                                               . 

She has a brother.  His name is Jeff.   

                                                            . 

Thank you. 

 
【メモ】  

 

 

 

 

エリックについて  
 オーストラ リア出身

で、今はニューヨーク

に住んでいる。  
 野球がとても好き。  
 放課後、野球の練習を

している。  

アンについて  
 スポーツが得意。  
 走るのがとても速い。  
 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル を す る

し、試合をテレビでよく見

る。  
 毎日一生懸命勉強する。  

ジェフについて  
 アンのお兄さん。  
 病院で働いている。 



ワークブック Step1 1 年 三人称単数現在      No.1w009 
【モデル文を読んでみよう】  

マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについて

カナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

読んでみましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he lives in New York. 

 He likes baseball very much. 

Kana : Does he play it well? 

Mike : Yes, he does.  He practices it after school. 

Kana : Who is this girl? 

Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.  She runs very fast. 

Kana : Cool.  What sport does she play? 

Mike : She plays basketball.  She often watches games on TV. 

  She also studies hard every day. 

Kana : Great!   

 Well, is this boy your friend too?  He looks a little older… 

Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He works at a hospital. 

 

 

【ポイントを確認しよう】  

１．エリック（Eric）がするスポーツは何ですか。  野球  

２．アン（Ann）がするスポーツは何ですか。  バスケットボール  

３．アンがスポーツ以外にがんばっていることは何ですか。  勉強  

４．ジェフ（Jeff）とは誰ですか。  アンの兄  

 

 

 

解答 



ワークブック Step2 1 年 三人称単数現在      No.1w010 
マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについてカ

ナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

[    ]内の動詞を正しい形になおして、下の解答欄に書きましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he ① [ live ] in New 
York. 

 He ② [ like ] baseball very much. 
Kana : Does he play it well? 
Mike : Yes, he does.  He ③ [ practice ] it after school. 
Kana : Who is this girl? 
Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.  She ④ [ run ] very fast. 
Kana : Cool.  What sport does she play? 
Mike : She ⑤ [ play ] basketball.  She often ⑥ [ watch ] games on TV. 
 She also ⑦ [ study ] hard every day. 
Kana : Great!   
 Well, is this boy your friend too?  He looks a little older… 
Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He ⑧ [ work ] at a hospital. 

 

①Now he    lives     in New York. 

②He    likes     baseball very much. 

③He    practices    it after school. 

④She    runs      very fast. 

⑤She    plays      basketball. 

⑥She often    watches      games on TV. 

⑦She also    studies      hard every day. 

⑧He    works     at a hospital. 

 

解答 



ワークブック Step3 1 年 三人称単数現在      No.1w011 
マイク（Mike）が写真を見せながら、アメリカにいる自分の友だちについてカ

ナ（Kana）に紹介しています。次の会話はその時の２人の会話です。  

下のメモを参考にして、会話のあいているところに英語を書きましょう。  

 

Mike : This is Eric.  He is from Australia.  Now he lives in New York. 
 He    likes baseball     very much. 
Kana : Does he play it well? 
Mike : Yes, he does.  He practices it after school. 
Kana : Who is this girl? 
Mike : Her name is Ann.  She is good at sports.   
 She   runs very fast                 . 
Kana : Cool.  What sport does she play? 
Mike : She plays basketball.  She often  watches games     
 on TV. 
  She also   studies hard       every day. 
Kana : Great!   
 Well, is this boy your friend?  He looks a little older… 
Mike : He is Jeff, Ann’s brother.  He   works at      a 

hospital. 
 

【メモ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリックについて  
 オーストラリア出身

で、今はニューヨーク

に住んでいる。  
 野球がとても好き。  
 放課後、野球の練習を

している。  

アンについて  
 スポーツが得意。  
 走るのがとても速い。  
 バスケットボールをするし、

試合をテレビでよく見る。  
 毎日一生懸命勉強する。  

ジェフについて  
 アンのお兄さん。  
 病院で働いている。 

解答 



ワークブック Step4 1 年 三人称単数現在     No.1w012 
マイク（Mike）が英語の時間に、アメリカにいる自分の友だちについて写真を

見せながら紹介するスピーチをすることになりました。次の英文はそのスピーチ

原稿です。下のメモを参考にして、あいているところに英文を書きましょう。  

 
【スピーチ原稿】  

Hello, everyone. 

Now, I will tell you about some friends of mine in America. 

 

This is Eric.  He is from Australia.   

Now    he lives in New York                          .   

   He likes baseball very much                     . 

He practices it after school. 

 

This is Ann.  She is good at sports.   

   She runs very fast                                  . 

She plays basketball.   

   She watches games on TV                       . 

   She   also   studies hard every day         . 

She has a brother.  His name is Jeff.   

   He works at a hospital                            . 

Thank you. 

 
【メモ】  

 

 

 

 

エリックについて  
 オーストラ リア出身

で、今はニューヨーク

に住んでいる。  
 野球がとても好き。  
 放課後、野球の練習を

している。  

アンについて  
 スポーツが得意。  
 走るのがとても速い。  
 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル を す る

し、試合をテレビでよく見

る。  
 毎日一生懸命勉強する。  

ジェフについて  
 アンのお兄さん。  
 病院で働いている。 

解答例 


