
ワークブック Step1  1 年 be 動詞               No.1w025 

【モデル文を読んでみよう】 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

読んでみましょう。 

 

Ken:  Are you from Australia? 
Bob:  Yes, I am.  I am from Canberra. 
Ken: Is it a big city? 
Bob:  Yes, it is.  It is the capital city of Australia. 
Ken:  What is your favorite sport? 
Bob:  It is tennis. 
Ken:  Is that your racket? 
Bob:  No, it is not.  It is my sister’s.  I always use her racket. 
Ken:  Good.  How old is your sister? 
Bob:  She is nineteen years old. 
Ken:  Is she a student? 
Bob:  Yes, she is.  She studies science at a college.  
 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 
 
【ポイントを確認しよう】 

１．ボブはどこの国の出身ですか？ (          ) 

２．ボブの好きなスポーツは何ですか？ (          ) 

３．ボブの妹は何才ですか？ (          ) 

４．ボブの妹は大学で何をしていますか？ (          )  

 

 

 

 

 

 

 



ワークブック Step2 1 年  be 動詞                  No.1w026 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

英文の流れに合うように、(   )に入る適切な語を書きましょう。 
 

Ken:  Are you from Australia? 

Bob:  Yes,（    ）（    ）.  I am from Canberra. 

Ken: Is it a big city? 

Bob:  Yes, （   ）（   ）.  It is the capital city of Australia. 

Ken:  What is your favorite sport? 

Bob:  It（   ）tennis. 

Ken:  Is that your racket? 

Bob:  No, （   ）（   ）not.  It is my sister’s.  I always 

use her racket. 

Ken:  Good.  How old is your sister? 

Bob:  （   ）（   ）nineteen years old. 

Ken:  Is she a student? 

Bob:  Yes, （   ）（   ）.  She studies science at a college. 

 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 

 

 



ワークブック Step3 1 年  be 動詞                 No.1w027 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

英文の流れに合うように、(   )に入る適切な語を書きましょう。 
 

Ken:  （     ）（     ）（     ）Australia? 

Bob:  Yes, I am.  I am from Canberra. 

Ken: （     ）（     ）a big city? 

Bob:  Yes, it is.  It is the capital city of Australia. 

Ken:  （         ）（     ）your favorite sport? 

Bob:  It is tennis. 

Ken:  Is that your racket? 

Bob:  No, it is not. （     ）（     ）my sister’s.  I always 

use her racket. 

Ken:  Good.  How old（     ）（       ）（           ）? 

Bob:  She is nineteen years old. 

Ken: （     ）（     ）a student? 

Bob:  Yes, she is.  She studies science at a college. 

 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 



ワークブック Step4  1 年 be 動詞                 No.1w028 

下のメモは、ケンが行ったインタビューにもとづいて作成した、ボブ先生につ

いてものです。それを参考にボブ先生の紹介文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our New Teacher, Bob! 
 
 

                     
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【メモ】 

・ボブの出身地はオーストラリアのキャンベラ。 
・好きなスポーツはテニスで、妹のラケットをい

つも使っている。 
・ボブの妹は 19 才で学生。 



ワークブック Step1  1 年 be 動詞               No.1w025 

【モデル文を読んでみよう】 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

読んでみましょう。 

 

Ken:  Are you from Australia? 
Bob:  Yes, I am.  I am from Canberra. 
Ken: Is it a big city? 
Bob:  Yes, it is.  It is the capital city of Australia. 
Ken:  What is your favorite sport? 
Bob:  It is tennis. 
Ken:  Is that your racket? 
Bob:  No, it is not.  It is my sister’s.  I always use her racket. 
Ken:  Good.  How old is your sister? 
Bob:  She is nineteen years old. 
Ken:  Is she a student? 
Bob:  Yes, she is.  She studies science at a college.  
 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 
 
【ポイントを確認しよう】 

１．ボブはどこの国の出身ですか？ (  オーストラリア    ) 

２．ボブの好きなスポーツは何ですか？ (  テニス        ) 

３．ボブの妹は何才ですか？ (  １９才        ) 

４．ボブの妹は大学で何をしていますか？ (  科学を勉強している  )  

 

 

 

 

 

 

 

解答 



ワークブック Step2 1 年  be 動詞                  No.1w026 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

英文の流れに合うように、(   )に入る適切な語を書きましょう。 
 

Ken:  Are you from Australia? 

Bob:  Yes,（  I  ）（ am ）.  I am from Canberra. 

Ken: Is it a big city? 

Bob:  Yes, （ it ）（ is ）.  It is the capital city of Australia. 

Ken:  What is your favorite sport? 

Bob:  It（ is ）tennis. 

Ken:  Is that your racket? 

Bob:  No, （ it  ）（ is ）not.  It is my sister’s.  I always use 

her racket. 

Ken:  Good.  How old is your sister? 

Bob:  （ She ）（ is ）nineteen years old. 

Ken:  Is she a student? 

Bob:  Yes, （ she ）（ is ）.  She studies science at a college. 

 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 

 

 

解答 



ワークブック Step3 1 年  be 動詞                 No.1w027 

ケン(Ken)のクラスでは、新しく来たＡＬＴのボブ(Bob)先生に各自がインタビ

ューし、それぞれボブ先生についてレポートをまとめることになりました。次

の会話は、ケンがインタビューをした時のものです。 

英文の流れに合うように、(   )に入る適切な語を書きましょう。 
 

Ken:  （   Are  ）（ you  ）（ from  ）Australia? 

Bob:  Yes, I am.  I am from Canberra. 

Ken: （  Is ）（  it  ）a big city? 

Bob:  Yes, it is.  It is the capital city of Australia. 

Ken:  （  What   ）（  is  ）your favorite sport? 

Bob:  It is tennis. 

Ken:  Is that your racket? 

Bob:  No, it is not. （  It  ）（ is ）my sister’s.  I always use 

her racket. 

Ken:  Good.  How old（  is  ）（ your  ）（  sister ）? 

Bob:  She is nineteen years old. 

Ken: （   Is  ）（  she ）a student? 

Bob:  Yes, she is.  She studies science at a college. 

 
Australia  オーストラリア Canberra  キャンベラ capital city  首都 
racket  ラケット science  科学 college  大学 

 

解答 



ワークブック Step4  1 年 be 動詞                 No.1w028 

下のメモは、ケンが行ったインタビューにもとづいて作成した、ボブ先生につ

いてものです。それを参考にボブ先生の紹介文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our New Teacher, Bob! 
 
 

 Bob is from Canberra, Australia.  
 
 His favorite sport is tennis.             
 
 He always uses his sister’s racket.  
 
 Bob’s sister is nineteen years old.        
 
 She is a student.                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【メモ】 

・ボブの出身地はオーストラリアのキャンベラ。 
・好きなスポーツはテニスで、妹のラケットをい

つも使っている。 
・ボブの妹は 19 才で学生。 

解答例 


