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Unit 3 Part 1
好きなことについて話そう

教科書３８・３９ページ

【１】新しい単語 New Words
name ネイム ○ 名前

like ライク ○ ～を好む、～が好きだ

math マ · ○ 数学

study スタディ ○・ 勉強する

it イット ○ それを

every エブリ ○・ 毎～、～ごとに

day デイ ○ 日、１日

music ミュージック ○・ 音楽

play プレイ ○ （楽器・曲などを）演奏する、

（スポーツ・ゲームなどを）する

band バンド ○ バンド、楽団

every day エブリデイ 毎日

【２】本文の訳

Hi, my name is Deepa Mitra. こんにちは、私の名前はディーパ・ミートラです。

I'm from India. 私はインド出身です。

I'm twelve. 私は１２歳です。

I like math. 私は数学が好きです。

I study it every day. 私はそれを毎日勉強します。

I like music, too. 私は音楽も好きです。

I play the guitar in a band. 私はバンドでギターを演奏します。

【３】本文の読み方（カタカナ）

Hi, my name is Deepa Mitra. I like math.
ハイ マイ メイム イズ ディーパ ミートゥラ アイ ライク マ ·
I'm from India. I study it every day.
アイム ふラム インディア アイ スタディ イト エぶリ デイ

I'm twelve. I like music, too.
アイム トゥウェるぶ アイ ライク ミューズィック トゥー

I play the guitar in a band.
アイ プレイ ð ア ギター イナ バンド
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やあ、私の名前はディーパ・ミートラです。

私はインド出身です。

私は１２歳です。 私は数学が好きです。

私はそれを毎日勉強します。

私は音楽も好きです。

私はバンドでギターを

ひいています。

Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１９
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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) 名前 (2) 好きだ (3) 数学 (4) 勉強する

(5) それを (6) 毎日(2) (7) 音楽 (8) ギターを演奏する(3)

(9) こんにちは、私の名前はディーパ・ミートラです。

(10) 私はインド出身です。

(11) 私は１２歳です。

(12) 私は数学が好きです。

(13) 私はそれを毎日勉強します。

(14) 私は音楽も好きです。

(15) 私はバンドでギターを演奏します。

解 答
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8) (9) (10)

(11) (12) (13)

(14) (15)

name like ma t h every day

I'm twelve. I like math. I study it every day.

I like music, too. I play the guitar

study mus i

play the guitar

Hi, ( ) Deepa Mitra.

( ) India.

( ).

( ).

( ).

( ).

( ) in a band.

it

My name is I'm from
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確認テスト 制限時間 ３分

教科書３８・３９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) 名前 (2) 好きだ (3) 数学 (4) 勉強する

(5) それを (6) 毎日(2) (7) 音楽 (8) ギターを演奏する(3)

(9) こんにちは、私の名前はディーパ・ミートラです。

(10) 私はインド出身です。

(11) 私は１２歳です。

(12) 私は数学が好きです。

(13) 私はそれを毎日勉強します。

(14) 私は音楽も好きです。

(15) 私はバンドでギターを演奏します。

※ １３点以上が合格 ／１５点

Hi, ( ) Deepa Mitra.

( ) India.

( ).

( ).

( ).

( ).

( ) in a band.


