
チャレンジ！

１．英語で 1～20 まで言ってみよう。
２．英語で曜日を全て言えるかな。
３．自分の名前を下にローマ字で書いてみよう。

【正解：2】

絵に合う文は？
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復 習 ワ ー ク シ ー ト 指 導 者 用 PART 11

1 I like milk.
2 I like donuts.
3 I like salad.

男の子や女の子が３つの英文を言います。イラストの内容に
最も合うものを１，２，３の中から一つ選びましょう。
英文は二度くり返されます。

START

GOAL!
Make pairs and play 
"janken" to decide
"A" and "B."  

じこしょうかいを
友だち同士で

できるようになろう
ペアになって、「START」に続く

①～⑪に書かれたミッションに取り組もう。
どのペアが早く、そして正確に進めるかな。

10
11

A: What color do you like? 

B: I like red, yellow, and    

     blue.

B: What color do you like? 

A: I like black, red, and  

    blue.

Get together with 
another pair.

B: What food do you like? 

A: I like apples, oranges,  

     and grapes.

A: What food do you like? 

B: I like grapes, bananas, 

    and peaches.     

Teacher：

I'm good at swimming.

B: Can you do kendo?

A: Yes, I can.

B: What sport do you like?

A: I like badminton.

A: Can you play badminton?

B: No, I can't.

A: What sport do you like? 

B: I like kendo.

A: I'm Mika. My birthday is May 3rd. I like 　
　 dogs. I can run fast.
①: That's good. 
A: My name is Mika. My birthday is May 3rd. 
     I like peaches. I like red.
②: That's good. 
A: My name is Mika. My birthday is May 3rd.
     I like bananas. I can jump high.
③: That's good. 

B: When is your birthday?

A: My birthday is August 

    　1st.

A: When is your birthday?

B: My birthday is April 2nd.

B: She can run fast.
C： That's good.
D： That's great.
A: He can play tennis. 
C： That's good.
D： That's great.
C： He can play soccer.
A: That's good.
B: That's great.
D： She can run fast.
A: That's good.
B: That's great.

A: I'm good at running. 

B: That's good. 

B: I'm good at cooking. 

A: That's good.
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START

GOAL!

中学校生活について
友だちに伝えよう

ペアになって、「START」に続く
①～⑨に書かれたミッションに取り組もう。
どのペアが早く、そして正確に進めるかな。

復 習 ワ ー ク シ ー ト 指 導 者 用 PART 77

【正解：1】

文を読もう

1
Make pairs and
play "janken" to 
decide "A" and "B." 

2
Teacher：

What club do you want to 

join in junior high school? 

Students:

I want to join the tennis 

club.　 

3
4
A: What club do you want to join in  

　  junior high school?

B： I want to join the basketball club.

A: That's great.

5
B： What club do you want 

　  to join in junior high 　　

　　school? 

A： I want to join the table 

　  tennis club.

B： That's nice.

6

7
Teacher：

What event do you want to 

enjoy in junior high school?

Students：

I want to enjoy the school 

trip.

8
A： What event do you want to enjoy in 　
　  junior high school? 
B： I want to enjoy the sports day in 
　  October.
A: That's good.

9
B： What event do you want to enjoy in 　
　  junior high school? 
A： I want to enjoy the school festival in　 
　  November.
B： That's great.

ある男の子が、しょう来の夢について英語の文を書きました。その夢を表すイラスト

を参考に、男の子が書いた英文を１，２，３の中から一つ選びましょう。

ここでは英語のことばは放送されません。

１．ペアの友だちに、"A－B"（A minus B）のように、答えが 60 以下となる足し算の問題
　 を出してみよう。ひとり５問とし、１問ずつ交代しよう。
２．「ドボン」ゲーム（1～30の数字を順番に最大5つ言いながら、最後の数字を言った人が
　 ドボン。）
３．英語で書ける単語を3つ書いてみよう。

チャレンジ！
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A: I went to the zoo. 

 　 It was fun.

B: That's nice.

A: I ate a rice ball. 

　  It was nice.

B: That's good.
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