Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト

２０１ ７

Let's Read 1
A Mother's Lullaby [4]
教科書５７ページ
【１】新しい単語

new words

まだ

still

スティル

○

しっかりと

tightly

タイトリ

○・

しばらくの間

while

ワイル

○

become の過去形

became

ビケイム

・○

のぼる

rise

ライズ

○

rise の過去形

rose

ロウズ

○

動く

move(s)

ムーブ

○

しばらくして

after a while

アフター ア ワイル

【２】本文の訳
「お母ちゃん。」その男の子はまだ泣いていた。 "Mommy," the boy was still crying.
「いい子にしているのよ。
」と少女は言った。 "Be a good boy," said the girl.
「大丈夫だよ。
」

"You'll be all right."

少女は彼をより強く抱きしめて

She held the boy more tightly

再び歌い始めた。

and began to sing again.

しばらくして

After a while

男の子は泣き止んで静かに死んでいった。

the boy stopped crying and quietly died.

でも小さな母親は歌うのをやめなかった。

But the little mother did not stop singing.

それは悲しい子守歌だった。

It was a sad lullaby.

少女の声はだんだん弱くなっていった。

The girl's voice became weaker and weaker.

朝が来て、太陽がのぼった

The morning came and the sun rose,

が、少女は二度と動くことはなかった。

but the girl never moved again.

【３】発音

"Mommy," the boy was still crying.
スティル クライイング

"Be a good boy," said the girl. "You'll be all right."
オール ライト

She held the boy more tightly and began to sing again.
ヘルド

タイトリ

ビギャン

アゲン

After a while the boy stopped crying and quietly died.
クワイアトリ ダイド

But the little mother did not stop singing. It was a sad lullaby.
The girl's voice became weaker and weaker.
ビケイム ウィーカー

The morning came and the sun rose, but the girl never moved again.
ロウズ

ネバー ムーブド アゲン
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【４】内容読解
(1) 男の子はまだ泣いていたか？
(2) 女の子は男の子を抱きしめて何をし始めたか？
(3) しばらくして男の子はどうなったか？
(4) その女の子は歌うのをやめたか？
(5) 次の日の朝女の子はどうなったか？
【５】内容読解の手がかり

"Mommy," the boy was still crying.
まだ泣いていた

"Be a good boy,"

said the girl. "You'll be all right."

よい子にしていなさい

動詞 主語
※ 主語と動詞がひっくり返っています。倒置と言います。

She held the boy more tightly

and began to sing again.

よりしっかりと

～し始めました

※ 形容詞＋ ly の副詞の比較級は more をつける。

more beautifully
しかし、 early の比較級は earlier
After a while the boy stopped crying and quietly died.
例

泣くのをやめた

But the little mother did not stop singing. It was a sad lullaby.
歌うのをやめなかった

The girl's voice became weaker and weaker.
だんだん弱くなった

become 比較級 and 比較級 「だんだん～になる」
The morning came and the sun rose, but the girl never moved again.
２度と動かなかった
【６】重要文型の復習
(1) 彼はテレビを見るのをやめました。

He (

)(

) TV.

(2) 彼は英語を勉強し始めました。

He (

)(

)(

) English.

(3) だんだん寒くなってきました。

It's (

)(

)(

)(

).

(4) もう２度とそのことをしません。

I'll (

)(

) that again.

【７】ペアで行う True or False
(1) [ The young girl / The little boy ] held the [ boy / girl ] tightly.
(2) After a while, [ the boy / the girl ] stopped crying and quietly died.
(3) The girl sang a [ happy / sad ] lullaby.
(4) The girl's voice became [ stronger and stronger / weaker and weaker ].
(5) The next morning the girl [ moved / never moved again ].
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【８】本読みの練習の成果をペアワークで確認しよう！
Ａ

Ｂ

"Mommy," the boy (was) (
"(Be) a good boy," (
"You'll (be) all (

)."

boy (more) tightly and (

) crying.

) the girl.

"(

) (still) crying.

) a good boy," (said) the girl.

She (held) the "You'll (
) (to) sing boy (

again.

) all (right)."

She (

) the

) tightly and (began) ( ) sing

again.

After a (
(

"Mommy," the boy (

), the boy (stopped)

After a (while), the boy (

)

) and quietly died. But the little (crying) and quietly died. But the little

mother did not (stop) (

). It was mother did not (

a (sad) lullaby. The girl's voice

a (

(

(became) (

) (weaker) and (weaker).
Morning came and the sun (

the girl (never) moved (

).

), but

) (singing). It was

) lullaby.

The girl's voice

) and (

).

Morning came and the sun (rose), but
the girl (

) moved (again).

【９】穴なし穴埋め問題

“Mommy,” the boy was crying.
“a good boy,” said the girl. “You’ll be right.” She the boy
tightly and began sing again.
After a, the boy crying and quietly died. But the little mother
did not singing. It was a lullaby. The girl’s voice weaker and
weaker.
Morning came and the sun, but the girl moved again.
【１０】穴なし穴埋め問題

“Mommy,” the boy was still.
“Be a boy,” said the girl. “You’ll all right.” She held the boy
more and to sing again.
a while, the boy stopped and quietly died. But the mother did
not stop. It was a sad. The girl’s voice became and.
Morning came and the rose, but the girl never again.

- 123 -

Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト

２０１ ７

【１１】ペアで行う Questions and Answers

Questions

Answers

しばらくしてその少年に何が起こったか？
１

What happened to the boy after a while?
男の子が死んだとき少女は歌うのを止めたか
２

Did the girl stop singing when the boy died?
太陽がのぼったとき少女はまだ歌っていたか？
３

Was the girl still singing when the sun rose?
朝が来たとき少女は起き上がったか？
４

Did the girl get up when morning came?

Questions

Answers

しばらくしてその少年に何が起こったか？
長 ： He

What happened to the boy after a while?

stopped crying and
quietly died.

男の子が死んだとき少女は歌うのを止めたか

短：No.

Did the girl stop singing when the boy died?

長：No, she didn't.

太陽がのぼったとき少女はまだ歌っていたか？

短：No.

Was the girl still singing when the sun rose?

長：No, she wasn't.

朝が来たとき少女は起き上がったか？

短：No.

５

６

７

長：No, she didn't.

８

Did the girl get up when morning came?
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【１２】
《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおして、教科書でチェックしよう。
《１回目》
(1) 「お母ちゃん。
」その男の子はまだ泣いていました。

"Mommy," the boy was (

１７点／１９点

)(

を目指そう。

).

(2) 「いい子にいしていなさい。」女の子は言いました。
「よくなるよ。
」

"(

) a good boy," said the girl. "You'll be all right."

(3) 彼女は男の子をよりしっかり抱きしめ、また歌い始めました。

She (

) the boy (

) tightly and (

)(

) sing again.

(4) しばらくして、その男の子は泣くのを止め、静かに死んでいきました。

After a while, the boy (

)(

) and quietly (

).

(5) しかし、その小さなお母さんは歌うのを止めませんでした。

But the little mother did not (

)(

).

(6) それは悲しい子守歌でした。

It was a (

) lullaby.

(7) 女の子の声はだんだん弱くなりました。

The girl's voice (

)(

) and (

).

(8) 朝が来て太陽がのぼりましたが、女の子は２度と動きませんでした。

Morning came and the sun rose, but the girl (

)(

)(

).

《２回目》
(1) 「お母ちゃん。
」その男の子はまだ泣いていました。

"Mommy," the boy was (

１７点／１９点

)(

を目指そう。

).

(2) 「いい子にいしていなさい。」女の子は言いました。
「よくなるよ。
」

"(

) a good boy," said the girl. "You'll be all right."

(3) 彼女は男の子をよりしっかり抱きしめ、また歌い始めました。

She (

) the boy (

) tightly and (

)(

) sing again.

(4) しばらくして、その男の子は泣くのを止め、静かに死んでいきました。

After a while, the boy (

)(

) and quietly (

).

(5) しかし、その小さなお母さんは歌うのを止めませんでした。

But the little mother did not (

)(

).

(6) それは悲しい子守歌でした。

It was a (

) lullaby.

(7) 女の子の声はだんだん弱くなりました。

The girl's voice (

)(

) and (

).

(8) 朝が来て太陽がのぼりましたが、女の子は２度と動きませんでした。

Morning came and the sun rose, but the girl (

- 125 -

)(

)(

).

Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト

２０１ ７

Let's Read 1 [4]
確認テスト

制限時間

２分
教科書５７ページ
３年９組（

【１】日本語の意味に合うように(

）番

氏名（

）

)に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) 「お母ちゃん。
」その男の子はまだ泣いていました。

"Mommy," the boy was (

１７点／１９点

)(

を目指そう。

).

(2) 「いい子にいしていなさい。」女の子は言いました。
「よくなるよ。
」

"(

) a good boy," said the girl. "You'll be all right."

(3) 彼女は男の子をよりしっかり抱きしめ、また歌い始めました。

She (

) the boy (

) tightly and (

)(

) sing again.

(4) しばらくして、その男の子は泣くのを止め、静かに死んでいきました。

After a while, the boy (

)(

) and quietly (

).

(5) しかし、その小さなお母さんは歌うのを止めませんでした。

But the little mother did not (

)(

).

(6) それは悲しい子守歌でした。

It was a (

) lullaby.

(7) 女の子の声はだんだん弱くなりました。

The girl's voice (

)(

) and (

).

(8) 朝が来て太陽がのぼりましたが、女の子は２度と動きませんでした。

Morning came and the sun rose, but the girl (

※

)(

)(

１６点以下は再テスト？

／１９点
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