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解答
かい とう

2 ① エ　② イ　③ ア　④ ウ　

4 ① ウ　② エ　③ イ　④ カ　⑤ ア　⑥ オ　

2 ① オ　② ア　③ カ　④ エ　⑤ イ　⑥ ウ　

4 ① イ　② ア　③ ウ　④ エ　

2 ① カ　② イ　③ エ　④ ウ　⑤ ア　⑥ オ　

4 ① オ　② カ　③ ウ　④ ア　⑤ エ　⑥ イ　

2 ① イ　② ア　③ エ　④ ウ　

4 ① イ　② エ　③ カ　④ ウ　⑤ オ　⑥ ア　

2 ① ウ　② ア　③ カ　④ イ　⑤ オ　⑥ エ　

4 ① イ　② エ　③ ウ　④ ア　⑤ カ　⑥ オ　

4 （例）It’s Monday.　

P.5-6 あいさつ /気持ち・状
じょう

態
たい

3

P.7-8 色・形・天気 /数4

P.9-10 食べ物・飲み物 /果
くだ

物
もの

・野菜など5

P.11-12 スポーツ /動物6

P.13-14 曜日 /身の回りのもの7

P.15-16 What day is it today?8

4 （例）It’s sunny.　

4 （例）It’s four thirty.（It’s 4:30.）

1 （1） イ　（2） ア　（3） ア　（4） イ　

読まれた英語

（1） 男子：What day is it today?
 女子：It’s Monday.
（2） 男子：What time is it ?
 女子：It’s five forty.
（3） 男子：How’s the weather?
 女子：It’s sunny.
（4） 女子：How’s the weather?
 男子：It’s cold.

ポイント
（1） It’s Monday.は「月曜日です」という意味です。
（2） fiveは「5」，fortyは「40」を表します。five fortyで「５時40分」と

いう意味です。
（3） It’s sunny.は「晴れています」という意味です。「雨がふっています」は

It’s rainy.で表します。
（4） It’s cold. は「寒いです」という意味です。「暑いです」は It’s hot.と表し

ます。

2 （1） It’s Wednesday.　
 （2） It’s two thirty.
 （3） It’s snowy. 

読まれた英語

（1） What day is it today? 
（2） What time is it ?
（3） How’s the weather?

P.17-18 How’s the weather?9

P.19-20 What time is it ?10

P.21-22 確
かく

認
にん

問題①11

※音声の内容を書きとる問題は答えを省略しています。
※配点の（1つ○点）は，①②などの1問あたりの点数です。
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ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたは悲しいですか？」「はい，悲しいです」　
（2） 「あなたはユウカですか？」「いいえ，ちがいます。わたしはフウカです」 
（3） 「あなたはシンですか？」「はい，そうです」　
（4） 「あなたはユミですか？」「いいえ，ちがいます。わたしはアミーです」

3 （1） I’m hungry.　
 （2） I’m Rin.
 （3） I’m busy.
 （4） I’m Ryota.

4 （1） am　（2） not

4 I like soccer.　

4 I want a crayon.　

4 I don’t like bread.　

4 Do you want pizza?　

4 What do you have?　

P.29-30 I like soccer.15

P.31-32 I have a pencil.16

P.33-34 I don't like volleyball.17

P.35-36 Do you like tennis?18

P.39-40 What do you like?20

ポイント
（1） What dayは「何曜日」という意味です。
（2） What timeは「何時」という意味です。
（3） How’s the weather?は「天気はどうですか？」という意味です。

3 ウ
ポイント

It’s eleven ten.は「11時10分です」。It’s Sunday today.は「今日は日曜
日です」。It’s rainy.は「雨がふっています」。下線を引いた部分全てと合う
のはウです。

4 （1） cloudy　
 （2） three fifty　
 （3） Thursday　

4 No, I’m not.　

1 （1） イ　（2） イ　（3） ア　（4） ア　

読まれた英語

（1） I’m happy.
（2） I’m sleepy. 
（3） I’m Saori.
（4） I’m Keita.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくは楽しいです」　（2）「わたしはねむいです」
（3） 「わたしはサオリです」　（4）「ぼくはケイタです」

2 （1） ア　（2） エ　（3） ウ　（4） イ　

読まれた英語

（1） 男子：Are you sad? 
 女子：Yes, I am.
（2） 男子：Are you Yuka? 
 女子：No, I’m not.  I’m Fuka.
（3） 先生：Are you Shin?
 男子：Yes, I am.
（4） 先生：Are you Yumi?
 女子：No, I’m not.  I’m Amie.

P.25-26 Are you Aya?—Yes, I am.13

P.27-28 確
かく

認
にん

問題②14
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1 （1） ア　（2） エ

読まれた英語

（1） My birthday is April 3rd.
（2） My birthday is February 10th.

ポイント
（1） 「わたしの誕

たん

生
じょう

日
び

は４月３日です」　４月は春なので，春の様子のアが答
えです。

（2） 「わたしの誕
たん

生
じょう

日
び

は２月10日です」　２月は冬なので，冬の様子のエが
答えです。

2 （1） Shizuka ̶ May 12th
 （2） Takuto ̶ October 3rd

読まれた英語

（1） 男子： Hello, Shizuka. 
When is your birthday?

 女子： Hello, Takashi.   
My birthday is May 12th.

（2） 女子： Hi, Takuto. 
When is your birthday?

 男子： Hi, Marina. 
My birthday is October 3rd.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「こんにちは，シズカ。あなたの誕

たん

生
じょう

日
び

はいつですか？」「こんにちは，
タカシ。わたしの誕

たん

生
じょう

日
び

は5月12日です」
（2） 「こんにちは，タクト。あなたの誕

たん

生
じょう

日
び

はいつですか？」「やあ，マリナ。
ぼくの誕

たん

生
じょう

日
び

は10月3日です」

3 ① When is your birthday?
 ② My birthday is September 8th.

4 I have English on Thursdays.　

4 I do my homework at seven thirty.　

P.47-48 確
かく

認
にん

問題④24

P.49-50 I have math on Mondays.25

P.51-52 I get up at seven.26

1 （1） ウ　（2） エ　（3） ア　（4） イ　

読まれた英語

（1） I like tennis.
（2） 女子：Do you like milk? 
 男子：Yes, I do.
（3） 男子：Do you have a pen? 
 女子：No, I don’t.
（4） 男子：What do you want? 
 女子：I want cake.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしはテニスが好きです」　
（2） 「あなたは牛

ぎゅう

乳
にゅう

が好きですか？」「はい，好きです」 
（3） 「あなたはペンを持っていますか？」「いいえ，持っていません」 
（4） 「あなたは何がほしいですか？」「わたしはケーキがほしいです」

2 （1） ア　（2） ウ　（3） イ　（4） エ

読まれた英語

（1） Do you like basketball?
（2） What sport do you like?
（3） Do you have an umbrella?
（4） What season do you like?

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1）「あなたはバスケットボールが好きですか？」　（2）「あなたは何のスポー
ツが好きですか？」　（3）「あなたはかさを持っていますか？」　（4）「あなた
は何の季節が好きですか？」

3 （1） I have an old book.　
 （2） I like dogs.
 （3） I want a new bike.

4 （1） Do　（2） you　（3） want

4 （例）My birthday is August 28th.　

4 When is your birthday?　

P.41-42 確
かく

認
にん

問題③21

P.43-44 My birthday is January 5th.22

P.45-46 When is your birthday?23



©くもん出版 110

4 （例）She is my mother.　She is a teacher.

4 He is good at cooking.　

4 She is Chika.　

1 （1） エ　（2） イ　（3） ア　（4） ウ

読まれた英語

（1） He is my brother.
 He is a soccer player.
（2） She is my grandmother.  
 She is a teacher.
（3） She is my mother.  She is a doctor.
（4） He is my brother.  He is a singer.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1）「かれはわたしのお兄

にい

さんです。かれはサッカー選手です」
（2）「かの女はわたしのおばあさんです。かの女は教

きょう

師
し

です」
（3）「かの女はわたしのお母

かあ

さんです。かの女は医者です」
（4）「かれはわたしのお兄さんです。かれは歌手です」

2 （1） ・　・ Kota ・　・my father

 （2） ・　・ Akio ・　・my sister

 （3） ・　・ Shizuka ・　・my friend

読まれた英語

（1） This is Akio.  He is my father.
（2） This is Shizuka.  She is my sister.
（3） This is Kota.  He is my friend.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「こちらはアキオです。かれはわたしのお父

とう

さんです」
（2） 「こちらはシズカです。かの女はわたしのお姉

ねえ

さんです」
（3） 「こちらはコウタです。かれはわたしの友

とも

達
だち

です」

P.59-60 He is a teacher.30

P.61-62 He is good at soccer.31

P.63-64 Who is he?32

P.65-66 確
かく

認
にん

問題⑥33

4 What time do you eat dinner?　

1 （1） ア　（2） イ

読まれた英語

（1） I get up at seven thirty.
（2） I go home at three. 

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくは７時30分に起きます」
（2） 「わたしは３時に家に帰ります」

2 （1） math, Thursdays　
 （2） English, Mondays
 （3） music, Wednesdays

読まれた英語

（1） What do you have on Thursdays?
（2） What do you have on Mondays?
（3） What do you have on Wednesdays?

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「木曜日には何がありますか？」
（2） 「月曜日には何がありますか？」
（3） 「水曜日には何がありますか？」

のついた教科に合う英語を選びましょう。

3 （1） I have calligraphy on Fridays.　
 （2） I eat breakfast at seven thirty.
 （3） I go to bed at eleven.
ポイント

質
しつ

問
もん

の意味は，次のとおりです。
（1）「金曜日には何がありますか？」
（2）「あなたは何時に朝食を食べますか？」
（3）「あなたは10時にねますか？」

4 （1） I walk the dog at four.　
 （2） I take a bath at six.
 （3） I have P.E. on Mondays.

P.53-54 What time do you get up?27

P.55-56 確
かく

認
にん

問題⑤28
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2 （1） She can’t skate well.　
 （2） He can skate well.

読まれた英語

（1） 男子：Can you skate well, Fuka? 
 女子：No, I can’t.
（2） 女子：Can you skate well, Shin? 
 男子：Yes, I can.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたは上手にスケートができますか，フウカ？」
 「いいえ，できません」
（2） 「あなたは上手にスケートができますか，シン？」
 「はい，できます」

3 （1） can’t　（2） can

4 （1） can cook　
 （2） can’t play　

4 I want to see a castle.　

4 I want to see a panda.　

4 I want to go to a zoo.　

4 Where do you want to go?　

4 Why do you want to go to the stadium?　

P.77-78 I want to eat pizza.39

P.79-80 What do you want to eat ?40

P.81-82 I want to go to a zoo.41

P.83-84 Where do you want to go?42

P.85-86 Why do you want to go to Kyoto?43

3 （1） エ　（2） カ　（3） イ
ポイント

タツヤは，図の中の人物について「だれですか？」とたずねています。
ユウナの答えの意味は次のとおりです。
（1）「かれはわたしのお父さんです」
（2）「かの女はわたしの妹です」
（3）「かの女はわたしのおばあさんです」

4 （1） She　（2） soccer

4 I can play baseball.　

4 I can play the guitar.　

4 I can’t skate well.　

1 （1） ○　（2） ○　（3） ×　（4） ×

読まれた英語

（1） I’m Daichi.  I can ski.
（2） I’m Yuna.  I can’t play the piano.
（3） I’m Sota.  I can’t run fast.
（4） I’m Misato.  I can sing well.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはダイチです。ぼくはスキーができます」
（2） 「わたしはユウナです。わたしはピアノがひけません」
（3） 「ぼくはソウタです。ぼくは速く走れません」
（4） 「わたしはミサトです。わたしは上

じょう

手
ず

に歌えます」

P.67-68 I can play tennis.34

P.69-70 Can you play tennis?35

P.73-74 I can't play tennis.37

P.75-76 確
かく

認
にん

問題⑦38
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1 （1） ○　（2） ×　（3） ×　（4） ○　

読まれた英語

（1） I want to go to a library.
（2） I want to eat pizza.
（3） I want to go to a zoo.
（4） I want to see a koala.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくは図書館に行きたいです」
（2） 「わたしはピザが食べたいです」
（3） 「わたしは動物園に行きたいです」
（4） 「ぼくはコアラが見たいです」

2 （1） bookstore　（2） comic book　

読まれた英語

（1） 先生： Where do you want to go, 
Amie?

 女子： I want to go to a bookstore.
（2） 先生： What do you want to buy? 
 女子：I want to buy a comic book.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたはどこに行きたいですか，アミー？」「わたしは本屋に行きたい

です」
（2） 「あなたは何を買いたいですか？」「わたしはマンガ本を買いたいです」

3 （1） I want to go to a park.
 （2） I want to see a temple.
 （3） I want to eat noodles.

4 （1） go, aquarium　
 （2） see, dolphin　

4 My eraser is on the notebook.　

P.87-88 確
かく

認
にん

問題⑧44

P.89-90 My cap is on the table.45

4 Where is my bag?　

1 （1） ア　（2） イ　（3） イ　（4） イ

読まれた英語

（1） My pen is on the table.
（2） My cat is under the bed.
（3） My ball is by the chair.
（4） My hat is in the box.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしのペンはテーブルの上にあります」
（2） 「わたしのねこはベッドの下にいます」
（3） 「わたしのボールはいすのそばにあります」
（4） 「わたしのぼうしは箱の中にあります」

2 （1）It’s on the desk.
 （2）It’s by the window.

読まれた英語

（1） Where is my bag?
（2） Where is my bed?

ポイント
（1） 質

しつ

問
もん

の意味は「わたしのかばんはどこにありますか？」です。It’s on the 
desk.で「つくえの上にあります」という意味になります。

（2） 質問の意味は「わたしのベッドはどこにありますか？」です。It’s by 
the window.で「まどのそばにあります」という意味になります。

3 （1） right, third　
 （2） left, first

4 （1） My book is on the desk.　
 （2） My notebook is under the chair.

4 I’d like fried chicken.　

P.91-92 Where is my cap?46

P.95-96 確
かく

認
にん

問題⑨48

P.97-98 I’d like pizza.49
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4 How much is it ?　

1 （1） ア　（2） カ　（3） エ

読まれた英語

（1） 男子： What would you like, Megumi?
 女子：I’d like curry and rice. 
（2） 女子： What would you like, Takuya?
 男子：I’d like cake.
（3） 男子：What would you like, Yuka?
 女子：I’d like orange juice.

ポイント
What would you like?は「何になさいますか？」という意味です。
答えの文の意味は，（1）「カレーライスをいただきます」，（2）「ケーキをいた
だきます」，（3）「オレンジジュースをいただきます」です。

2 （1） milk, 100 yen
 （2） ice cream, 300 yen
 （3） pizza, 500 yen

読まれた英語

（1） 男子： I’d like milk.  How much is it ?
 ウェイトレス：It’s 100 yen.
（2） 女子： I’d like ice cream.  How much 

is it ?
 ウェイター：It’s 300 yen.
（3） 男子： I’d like pizza.  How much is it ?
 ウェイトレス：It’s 500 yen.

ポイント
（1）はmilkと100 yenの部分を，（2） は ice creamと300 yenの部分を，（3）
は pizzaと500 yenの部分を聞き取りましょう。

3 （1） like / would / spaghetti
 （2） salad / How much

4 ① I’d like
 ② How, it

P.99-100 How much is it ?50

P.101-102 確
かく

認
にん

問題⑩51

1 （1） イ　（2） ウ　（3） ア　（4） エ

読まれた英語

（1） 男子：What time do you get up? 
 女子：I get up at six thirty.
（2） 男子：Where do you want to go? 
 女子：I want to go to Okinawa.
（3） 女子：Can you play the guitar? 
 男子： No, I can’t.  I can play the 

piano.
（4） 女子：Where is your bag? 
 男子：It’s under the desk.

ポイント
（1） 「わたしは6時半に起きます」と言っています。
（2） 「わたしは沖

おき

縄
なわ

に行きたいです」，（3） 「ぼくはピアノがひけます」，（4） 「つ
くえの下にあります」の部分を聞き取りましょう。

2 （1） Natsumi ̶ volleyball　
 （2） Akira ̶ friend

読まれた英語

（1） 男子： Are you Naomi? 
 女子：No, I’m not.  I’m Natsumi.
 男子： Hello, Natsumi.  I like soccer.  

Do you like soccer?
 女子：No, I don’t.  I like volleyball.
（2） 男子：Is he Daichi? 
 女子：No, he isn’t.  He is Akira. 
 男子：Is he your friend? 
 女子：Yes, he is.

ポイント
（2） Is he your friend?と聞かれて，Yesで答えています。

3 （1） I’d like pizza.　
 （2） I eat breakfast at seven fifteen.
 （3）  Turn right at the second corner.

4 （1） go　（2） brother

P.103-104 まとめ問題①52
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1 （1） イ　（2） イ　（3） ア　（4） イ

読まれた英語

（1） 男子： I don’t have a pencil.  Do you 
have a pencil? 

 女子： Yes, I do.  It’s in my pencil 
case.

（2） 男子： What do you want to eat? 
 女子：I want to eat a hamburger.
（3） 男子： I want an apple.  How much is 

it ? 
 女子：It’s 150 yen.
（4） 男子： When is your birthday? 
 女子：It’s December 20th.

ポイント
（1） in my pencil caseは「筆箱の中に」という意味です。

2 （1） ① 音楽　② バイオリン　
  ③ バスケットボール
 （2） ① 動物　② 犬　③ パンダ

読まれた英語

（1）  Hello.  I’m Keigo.  I like music.  I 
play the violin.

  I have a brother.  He is good at 
basketball.

（2）  Hello.  I’m Misaki.  I like animals.  I 
have a dog.

  I want to go to Tokyo.  I want to 
see pandas.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「こんにちは。ぼくはケイゴです。ぼくは音楽が好きです。ぼくはバイ

オリンをひきます。ぼくにはお兄
にい

さんがいます。かれはバスケットボー
ルが得

とく

意
い

です」
（2） 「こんにちは。わたしはミサキです。わたしは動物が好きです。犬を

飼
か

っています。わたしは東
とう

京
きょう

に行きたいです。わたしはパンダが見たい
のです」

3 （1） No, I don’t.　
 （2） She is Mao.

P.105-106 まとめ問題②53 4 （1） I get up at seven.
 （2） I usually walk the dog.
 （3） I always wash the dishes.


