Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト

２０１ ９

Unit 8 Part 3
知っているかをたずねよう
教科書８８・８９ページ
【１】新しい単語

other
story
naughty
him
writer
nature
the U.K.

New Words
ア

ð アー

○・

ほかの

ストーリー

○・

物語

ノーティ

○・

いたずらな、わんぱくな

ヒム

○

彼を［に］

ライター

○・

作家

ネイチャー

○・

自然

ð ア・ユー・ケイ

イギリス

【２】本文の訳

Do you know any other good books?
How about The Tale of Peter Rabbit?
It's a story of a naughty rabbit.
Oh, I know Peter Rabbit.
I like him very much.
The writer is Beatrix Potter.
Do you know about her?
No, I don't.
She's very famous in the U.K.
We love the nature and animals in her books.

ほかのよい本を知っていますか？
『ピーターラビットのおはなし』はどう？
それはいたずら好きなウサギのお話よ。
あっ、私はピーターラビットを知っています。
私は彼が大好きです。
作者はベアトリクス・ポッターです。
あなたは彼女のことを知っていますか？
いいえ、知りません。
彼女はイギリスではとても有名です。
私たちは彼女の本の中の自然と動物が大好きです。

【３】本文の読み方（カタカナ）

Do you know any other good books?
エニ ア ð アー グッ ブックス

ユーノウ

How about The Tale of Peter Rabbit?

It's a story of a naughty rabbit.

ハウ

イッツア ストーリ オブ ア ノーティー ラビットゥ

アバウト

ð

ア テイル オブ ピーター ラビット

Oh, I know Peter Rabbit. I like him very much.
ノウ

ヒム ベリ マッチ

The writer is Beatrix

ライター イズ ベアトリックス

Potter.

ポッタ

ー

Do you know about her?
ノウ

No, I don't.
She's very famous in the U.K.
シーズ ベリ

フェイマス イン ð ア ユーケイ

We love the nature and animals in her books.
ラブ

ðア

ネイチャー アンド アニマルズ イン ハー ブックス
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他によい本を知っていますか？
『ピーターラビットのお話』はどうかしら？
それはいたずら好きなウサギの話よ。
ああ、私はピーターラビットを知っているよ。
私は彼が大好きよ。

作者はベアトリックス・ポッターよ。
あなた、彼女について知ってる？
いいえ、知りません。
彼女はイギリスではとても有名なの。 私たちは

彼女の物語の自然と動物たちが大好きなの。
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【４】 Retelling

リテリング

２０１ ９

本文の内容を誰かに伝えよう。友だちの作った英文を聞いて書い

てみよう。
［例］The

Tale of Peter Rabbit is a story of a naughty rabbit.

【５】Questions

& Answers

今回から自分で作ってみよう。友だちの作った英文に答えよう。

【６】＜１回目＞終えたら教科書でチェックしよう。
(1) あなたはほかのよい本を知っていますか？

Do you know (

)(

) good books?

(2) 『ピーターラビットのおはなし』はどうですか？

(

) The Tale of Peter Rabbit.

)(

(3) それはいたずら好きなウサギのお話です。

It's a (

) of a naughty rabbit.

(4) あっ、私はピーターラビットを知っています。私は彼が大好きです。

Oh, I know Peter Rabbit. I like (

) very much.

(5) 作者はベアトリクス・ポッターです。あなたは彼女のことを知っていますか？

The (

) is Beatrix Potter. Do you know (

(6) いいえ、知りません。

No, I don't.
(7) 彼女はイギリスでとても有名です。

She's very (

) in the U.K.

(8) 私たちは彼女の本の中の自然や動物が好きです。

We love the (

) and (
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) in her books.

)(
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２０１ ９

確認テスト

３分
教科書８８・８９ページ
１年（

）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) あなたはほかのよい本を知っていますか？

Do you know (

)(

) good books?

(2) 『ピーターラビットのおはなし』はどうですか？

(

) The Tale of Peter Rabbit.

)(

(3) それはいたずら好きなウサギのお話です。

It's a (

) of a naughty rabbit.

(4) あっ、私はピーターラビットを知っています。私は彼が大好きです。

Oh, I know Peter Rabbit. I like (

) very much.

(5) 作者はベアトリクス・ポッターです。あなたは彼女のことを知っていますか？

The (

) is Beatrix Potter. Do you know (
いいえ、知りません。 No, I don't.

)(

(6)
(7) 彼女はイギリスでとても有名です。

She's very (

) in the U.K.

(8) 私たちは彼女の本の中の自然や動物が好きです。

We love the (

) and (

) in her books.

／１２点
ＣＤを聞いて書き取ろう。

Satoshi: Lily, do you
Do you
?
Lily:
Yes, I do, Satoshi. She's Kate.
Satoshi:
white T-shirt is nice.
Lily:
Satoshi, do you
Do you
?
Satoshi: Yes, I do, Lily. He's Ken.
Lily:
I like
black T-shirt.
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a black dog?

a white dog?

)?
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他によい本を知っていますか？
『ピーターラビットのお話』はどうかしら？
それはいたずら好きなウサギの話よ。
ああ、私はピーターラビットを知っているよ。
私は彼が大好きよ。

作者はベアトリックス・ポッターよ。
あなた、彼女について知ってる？
いいえ、知りません。
彼女はイギリスではとても有名なの。 私たちは

彼女の物語の自然と動物たちが大好きなの。
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