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Unit 2 Part 3
人を紹介しよう

教科書３４・３５ページ

【１】新しい単語 New Words
he ヒー ○ ［前に出た男の人を受けて］彼は［が］

friend フレンド ○ 友だち

she シー ○ ［前に出た女の人を受けて］彼女は［が］

our アウア ○ 私たちの

English イングリシュ ○・ 英語の

teacher ティーチャー ○・ 先生

hi ハイ ○ こんにちは、やあ

meet ミートゥ ○ ～と知り合いになる

too トゥー ○ ～もまた

T-shirt ティーシャーツ ○・ Ｔシャツ

Nice to meet you. ナイトゥミーチュー はじめまして。

Nice to meet you, too. ナイストクミーチュートゥーこちらこそ。

【２】本文の訳

Ms. Baker, this is Alex. ベーカー先生、こちらはアレックスです。

He's my friend. 彼は私の友だちです。

He's from Canada. 彼はカナダ出身です。

Alex, this is Ms. Baker. アレックス、こちらはベーカー先生です。

She's our English teacher. 彼女は私たちの英語の先生です。

Hi, Alex. Nice to meet you. やあ、アレックス。はじめまして。

Nice to meet you, too. こちらこそ。

That's a nice T-shirt. それはすてきなＴシャツですね。

Thank you. ありがとうございます。

【３】本文の読み方（カタカナ）

Ms. Baker, this is Alex. Hi, Alex. Nice to meet you.
ミズベイカー ディス イズ アレックス ハイ アレックス ナイストゥミーチュー

He's my friend. Nice to meet you, too.
ヒーズ マイ フレンド ナイス トゥ ミーチュー トゥー

He's from Canada. That's a nice T-shirt.
ヒーズ フラム カナダ ð アツァ ナイス ティーシャーツ

Alex, this is Ms. Baker. Thank you.
アレックス ディスイズ ミズベイカー · アンキュー
She's our English teacher.
シーズ アウア イングリッシュ ティーチャー
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【４】毎日ノートに全問正解になるまで何度も書こう。

(1) 彼は (2) 彼女は (3) 友だち (4) 先生

(5) 私たちの (6) すてきな (7) 英語の (8) ありがとう。(2)

(9) ベーカー(Baker)先生、こちらはアレックス(Alex)です。

(10) 彼は私の友だちです。

(11) 彼はカナダ出身です。

(12) 彼女は私たちの英語の先生です。

(13) はじめまして。

(14) こちらこそ。

解 答
(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10)

(11) (12)

(13) (14)

he she friend

our

Ms. Baker, this is Alex. He's my friend.

He's from Canada. She's our English teacher.

teacher

nice English

Nice to meet you. Nice to meet you, too.

Thank you.

Ms. Baker, ( ) Alex.
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確認テスト 制限時間 ３分

教科書３４・３５ページ

１年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

【１】次の日本語を英語になおしなさい。

(1) 彼は (2) 彼女は (3) 友だち (4) 先生

(5) 私たちの (6) すてきな (7) 英語の (8) ありがとう。(2)

(9) ベーカー(Baker)先生、こちらはアレックス(Alex)です。

(10) 彼は私の友だちです。

(11) 彼はカナダ出身です。

(12) 彼女は私たちの英語の先生です。

(13) はじめまして。

(14) こちらこそ。

／１４点

Ms. Baker, ( ) Alex.


