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解答

4 I’m Shin.  I like cats.

4 I’m Yuki.  I’m good at skating.

4 I like volleyball.

1 （1） イ　（2） ア　（3） ア　（4） イ

読まれた英語

（1）  I’m Takumi.  I’m from Kyoto.
（2）  I’m Sakura.  I’m good at basketball.
（3） 先生：What animal do you like?
 男子：I like pandas.
（4） 先生：What season do you like?
 女子：I like spring.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはタクミです。ぼくは京

きょう

都
と

の出身です」
（2） 「わたしはサクラです。わたしはバスケットボールが得意です」
（3） 「あなたは何の動物が好きですか？」「ぼくはパンダが好きです」
（4） 「あなたは何の季節が好きですか？」「わたしは春が好きです」

P.19-20 I like pancakes.10

P.21-22 I’m good at cooking.11

P.23-24 What food do you like?12

P.25-26 確
かく

認
にん

問題①13

2 （1） 出身地　　　Okayama
  得意なこと　swimming
 （2） 出身地　　　Yamagata  
  好きなもの　cherries

読まれた英語

（1）  I’m Kenta.  I’m from Okayama.  I’m 
good at swimming.

（2）  I’m Ryoko.  I’m from Yamagata.  I 
like cherries.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはケンタです。岡

おか

山
やま

の出身です。水泳が得意です」
（2） 「わたしはリョウコです。山

やま

形
がた

の出身です。さくらんぼが好きです」

3 （1） I like steak.
 （2） I like tigers.

4 （1） I’m　（2） from　（3） like　
 （4） good at

4 I get home at three forty.

4 I study math on Thursdays.

4 I study English.

P.27-28 I go to school at eight.14

P.29-30 I clean my room on Sundays.15

P.31-32 What do you do on Sundays?
— I clean my room.16

※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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4 （例1） This is my father.  He is a vet.
 （例2） This is my sister.  She is an artist.

4 He is good at dancing.

4 He is my brother.

1 （1） 〇　（2） ×　（3） 〇　（4） ×

読まれた英語

（1）  This is Kento.  He is my friend.
（2）  She is Miho.  She is my sister.
（3） 女子：Who is she?  
 男子： She is my friend.  She is a 

tennis player.
（4） 男子：Who is he?
 女子： He is my brother.  He is good 

at baseball.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「こちらはケントです。かれはぼくの友

とも

達
だち

です」
（2） 「かの女はミホです。かの女はわたしの妹です」
（3） 「かの女はだれですか？」「かの女はぼくの友達です。かの女はテニス選

手です」
（4） 「かれはだれですか？」「かれはわたしのお兄

にい

さんです。かれは野球が得
意です」

P.35-36 He is my teacher.18

P.37-38 He is good at swimming.19

P.39-40 Who is he?  — He is Shin.20

P.41-42 確
かく

認
にん

問題③21

1 （1） イ　（2） イ　（3） ア　（4） ア

読まれた英語

（1）  I usually wash the dishes.
（2） I always watch TV at seven.
（3） I usually go to bed at ten thirty.
（4） I always study English at six.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはたいていお皿を洗

あら

います」
（2） 「わたしはいつも7時にテレビを見ます」
（3） 「ぼくはたいてい10時30分にねます」
（4） 「わたしはいつも6時に英語を勉強します」

2 （1） イ　（2） ア　（3） イ　（4） イ

読まれた英語

（1） 男子： What do you do on Saturdays, 
Saki?

 女子：I do my homework.
（2） 女子： What do you do on Saturdays, 

Koji?
 男子：I go shopping.
（3） 男子： What do you do on Sundays, 

Saki?
 女子：I listen to music.
（4） 女子： What do you do on Sundays, 

Koji?
 男子：I play baseball.

ポイント
Saturday「土曜日」，Sunday「日曜日」，do my homework「宿題をする」，
go shopping「買い物に行く」，listen to music「音楽を聞く」，play baseball
「野球をする」をしっかり聞き分けましょう。

3 （1） I have Japanese on Tuesdays.
 （2） I play baseball on Saturdays.
 （3） I take a bath at nine.

4 （1） I walk the dog.
 （2） I study Japanese.

P.33-34 確
かく

認
にん

問題②17
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1 （1） ア　（2） ア　

読まれた英語

（1）  I’m Juntaro.  I want to go to China.
（2）  I’m Amie.  I want to go to Australia.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはジュンタロウです。ぼくは中

ちゅう

国
ごく

に行きたいです」
（2） 「わたしはアミーです。わたしはオーストラリアに行きたいです」

2 （1） ハルナ ̶ India ̶ ウ
 （2） ケイタ ̶ Russia ̶ ア

読まれた英語

（1）  男子： Where do you want to go, 
Haruna?

 女子：I want to go to India.
 男子： Why do you want to go to 

India?
 女子：I want to see temples.
（2） 女子： Where do you want to go, 

Keita?
 男子：I want to go to Russia.
 女子： Why do you want to go to 

Russia?
 男子：I want to visit a museum.

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，ハルナ？」「わたしはインドに行きた

いです」「どうしてインドに行きたいのですか？」「お寺が見たいのです」
（2） 「あなたはどこに行きたいですか，ケイタ？」「ぼくはロシアに行きたい

です」「どうしてロシアに行きたいのですか？」「美術館をおとずれたいの
です」

3 （1） the U.K.
 （2） a castle

4 ① go to Australia
 ② see koalas

P.51-52 確
かく

認
にん

問題④262 （1） イ　（2） ア　（3） ウ　

読まれた英語

（1）  This is Satoru.  He is my brother.  
He is good at badminton.

（2）  This is Mr. Suzuki.  He is my 
teacher.  He is good at singing.

（3）  This is Ayaka.  She is my sister.  
She is good at skiing.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「こちらはサトルです。かれはわたしのお兄

にい

さんです。かれはバドミン
トンが得意です」

（2） 「こちらはスズキ先生です。かれはわたしの先生です。かれは歌が得意
です」

（3） 「こちらはアヤカです。かの女はわたしの妹です。かの女はスキーが得
意です」

3 （1） He, skating
 （2） She, cooking

4 ① friend　② from　③ good
ポイント

①「友
とも

達
だち

」は friendです。
②She is from ～ .で「かの女は～の出身です」という意味になります。
③She is good at ～ .で「かの女は～が得意です」という意味になります。

4 I want to go to Italy.

4 I want to visit a museum.

4 I want to go to India.

4 I want to see a castle.

P.43-44 I want to go to Canada.22

P.45-46 I want to see a lake.23

P.47-48 Where do you want to go?24

P.49-50 Why do you want to go to 
Canada?25
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読まれた英語

（1） 先生：What do you have in April?
 男子： We have our entrance 

ceremony.
（2） 先生：What do you have in June?
 男子：We have our sports day.
（3） 先生：What do you have in August?
 男子：We have our chorus contest.
（4） 先生：What do you have in October?
 男子：We have our school festival.

ポイント
（1） entrance ceremony「入学式」，（2） sports day「運動会」，（3） chorus 
contest「合唱コンテスト」，（4） school festival「文化祭」をしっかり聞き分
けましょう。

3 （1） Setsubun, February
 （2） our volunteer day, November
 （3） the fireworks festival, August

4 （1） We have our field trip in May.
 （2） We have Christmas in December.

4 I enjoyed cycling.

4 I went to Hokkaido.

4 Did you enjoy cooking?

P.61-62 I enjoyed dancing.31

P.63-64 I went to Kyoto.32

P.65-66 Did you enjoy your 
summer vacation?33

4 We have our sports day in May.

4 We have the fireworks festival in July.

4 We have our school trip.

1 （1） イ　（2） ア　（3） ア　（4） イ

読まれた英語

（1）  We have our music festival in 
September.

（2）  We have our drama festival in 
February.

（3） We have Dolls' Festival in March.
（4） We have Halloween in October.

ポイント
月の名前と行事の名前をしっかり聞き分けましょう。

2 （1） 4月 ̶ 入学式
 （2） 6月 ̶ 運動会
 （3） 8月 ̶ 合唱コンテスト
 （4） 10月 ̶ 文化祭

P.53-54 We have our sports day in 
June.27

P.55-56 We have Children’s Day in 
May.28

P.57-58 What do you have in April ?29

P.59-60 確
かく

認
にん

問題⑤30



©くもん出版109

3 （1） went　（2） ate　（3） was
ポイント

ateは「食べた」，wasは「～だった」，wentは「行った」という意味を表します。

4 （1） I went to Kyoto.
 （2） No, I didn’t.
 （3） I saw fireworks.
ポイント

（2） Did you ～?と聞かれたら，Yes, I did.またはNo, I didn’t.と答えます。

4 We have an aquarium in our town.

4 We can play tennis.

1 （1） ウ　（2） エ　（3） イ　（4） ア

読まれた英語

（1） We have a hospital in our town.
（2）  We have an amusement park in our 

town.
（3） We have a fire station in our town.
（4）  We have a department store in our 

town.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしたちの町には病院があります」
（2） 「わたしたちの町には遊園地があります」
（3） 「わたしたちの町には消

しょう

防
ぼう

署
しょ

があります」
（4） 「わたしたちの町にはデパートがあります」

P.73-74 We have a museum in our 
town.37

P.75-76 We can see many birds.38

P.77-78 確
かく

認
にん

問題⑦39

4 It was exciting.

4 What did you do?

1 （1） ア　（2） ア　（3） イ　（4） イ

読まれた英語

（1） 男子：What did you do, Sayaka?
 女子：I went to the beach.
（2） 男子：Did you enjoy swimming?
 女子：Yes, I did.
（3） 女子：What did you do, Shota?
 男子：I went to the mountains.
（4） 女子：Did you enjoy camping?
 男子：No, I didn’t.  I enjoyed fishing.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたは何をしましたか，サヤカ？」「海岸に行きました」
（2） 「あなたは水泳を楽しみましたか？」「はい，楽しみました」
（3） 「あなたは何をしましたか，ショウタ？」「山に行きました」
（4） 「あなたはキャンプを楽しみましたか？」「いいえ。つりを楽しみました」

2 （1） エ　（2） イ　（3） ア　（4） ウ

読まれた英語

（1） I visited Tokyo.
（2） I went to the zoo.
（3） I saw pandas.
（4） I ate a hamburger.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしは東京をおとずれました」
（2） 「わたしは動物園に行きました」
（3） 「わたしはパンダを見ました」
（4） 「わたしはハンバーガーを食べました」

P.67-68 It was fun.34

P.69-70 What did you do? 35

P.71-72 確
かく

認
にん

問題⑥36
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2 （1） イ　（2） ウ

読まれた英語

（1）  We have an aquarium in our town.  
We can see many fish.

（2）  We have a museum in our town.  
We can see beautiful pictures.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしたちの町に水族館があります。たくさんの魚を見ることができ

ます」
（2） 「わたしたちの町に美術館があります。美しい絵を見ることができます」

3 （1） library / books
 （2） zoo / kangaroos
ポイント

（1）は「ぼくたちの町には図書館があります。新しい本を読むことができます」
という意味です。
（2）は「わたしたちの町には動物園があります。カンガルーを見ることがで
きます」という意味です。

4 （1） We can enjoy playing volleyball.
 （2） We can enjoy swimming.

4 My best memory is our drama festival.

4 I went to an aquarium.

4 It was exciting.

4 My best memory is our music festival.

P.79-80 My best memory is our 
field trip.40

P.81-82 My best memory is our 
school trip.  I went to Nara.41

P.83-84 I went to Nara.  It was fun.42

P.85-86 What is your best memory?43

1 （1） エ　（2） ウ　

読まれた英語

（1） 先生：What is your best memory?
 男子： My best memory is our speech 

contest.
（2） 先生：What is your best memory?
 女子： My best memory is our sports 

day.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたのいちばんの思い出は何ですか？」「ぼくのいちばんの思い出は

スピーチコンテストです」
（2） 「あなたのいちばんの思い出は何ですか？」「わたしのいちばんの思い出

は運動会です」

2 （1） ① う　② ア　（2） ① い　② イ

読まれた英語

（1）  I’m Kenta.  My best memory is our 
school trip.  I went to Osaka.  I ate 
takoyaki.  It was delicious.

（2）  I’m Mao.  My best memory is 
our music festival.  I played the 
recorder.  I enjoyed singing.  It was 
great.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはケンタです。ぼくのいちばんの思い出は修学旅行です。ぼくは

大
おお

阪
さか

に行きました。たこ焼きを食べました。おいしかったです」
（2） 「わたしはマオです。わたしのいちばんの思い出は音楽祭です。わたし

はリコーダーをふきました。歌を楽しみました。すばらしかったです」

3 （1） My, sports day
 （2） My, speech contest

4 ① I saw many animals.
 ② It was fun.

4 I want to be a cook.

P.87-88 確
かく

認
にん

問題⑧44

P.89-90 I want to be a teacher.45
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3 （1） zookeeper　（2） carpenter
 （3） fire fighter

4 ① I want to be a cook.
 ② I’m good at cooking.

4 I like fruit.

4 I want to be a nurse.

1 （1） ウ　（2） ア　（3） エ　（4） イ

読まれた英語

（1） I’m Naoya.  I want to be a doctor.
（2） I’m Miyuki.  I want to be a nurse.
（3）  I’m Haruto.  I want to be an 

astronaut.
（4） I’m Kaori.  I want to be a farmer.

ポイント
I want to be ～ .で「ぼく［わたし］は～になりたいです」という意味を表します。

2 （1） カイト ̶ musician ̶ ウ
 （2） ハナ ̶ vet ̶ ア

読まれた英語

（1） 女子： What do you want to be, 
Kaito?

 男子：I want to be a musician.
 女子：Why?
 男子：I’m good at playing the violin.
（2） 男子： What do you want to be, 

Hana?
 女子：I want to be a vet.
 男子：Why?
 女子：I want to help animals.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「あなたは何になりたいですか，カイト？」「ぼくは音楽家になりたいです」

「どうしてですか？」「ぼくはバイオリンをひくのが得意なのです」
（2） 「あなたは何になりたいですか，ハナ？」「わたしはじゅう医になりたい

です」「どうしてですか？」「わたしは動物を助けたいのです」

P.91-92 I want to be a pilot.  I like 
airplanes.46

P.93-94 What do you want to be?47

P.95-96 確
かく

認
にん

問題⑨48
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1 （1） エ　（2） ウ　（3） イ　（4） ア

読まれた英語

（1）  I’m Mai.  I’m from Fukuoka.
 I like volleyball.
（2）  I’m Ryota.  I’m from Akita.
 I’m good at skating.
（3）  I’m Suzu.  I usually get up at seven.  

I play badminton on Sundays.
（4）  I’m Teru.  I usually eat lunch at 

twelve thirty.  I like hamburgers.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしはマイです。福

ふく

岡
おか

の出身です。バレーボールが好きです」
（2） 「ぼくはリョウタです。秋

あき

田
た

の出身です。スケートが得意です」
（3） 「わたしはスズです。わたしはたいてい7時に起きます。日曜日にバド

ミントンをします」
（4） 「ぼくはテルです。ぼくはたいてい12時30分に昼食を食べます。ハン

バーガーが好きです」

2 （1） アキラ ̶ イ ̶ え
 （2） ミホ ̶ ウ ̶ あ

読まれた英語

（1）  I’m Akira.  This is my brother.
 He is good at playing soccer.
（2）  I’m Miho.  This is my mother.
 She is good at cooking.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはアキラです。この人はぼくのお兄

にい

さんです。かれはサッカーを
するのが得意です」

（2） 「わたしはミホです。この人はわたしのお母
かあ

さんです。かの女は料理が
得意です」

3 （1） ① I’m　② from
 （2） ① Korea　② good

4 ① I like animals.
 ② I want a dog.

P.97-98 まとめ問題①49
1 （1） ア　（2） イ　（3） イ　（4） ア

読まれた英語

（1）  I saw a panda.
（2）  I ate steak.
（3） I saw jellyfish.
（4） I played baseball.

ポイント
（1） 「パンダを見た」と言っているので，動物園だとわかります。
（2） 「ステーキを食べた」と言っているので，レストランだとわかります。
（3） 「くらげを見た」と言っているので，水族館だとわかります。
（4） 「野球をした」と言っているので，公園だとわかります。

2 （1） ウ　（2） イ

読まれた英語

（1）  I enjoyed my summer vacation.  I 
went to Hokkaido.  I visited a zoo.  
It was exciting.

（2）  My best memory is our school trip.  
I went to Okinawa.  I ate delicious 
food.  It was fun.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「わたしは夏休みを楽しみました。わたしは北

ほっ

海
かい

道
どう

に行きました。動物
園をおとずれました。わくわくしました」

（2） 「ぼくのいちばんの思い出は修学旅行です。ぼくは沖
おき

縄
なわ

に行きました。
おいしい食べ物を食べました。楽しかったです」

3 ① best memory　② an aquarium　
 ③ dolphins　④ was

4 ① I went to the fireworks festival.
 ② It was fun.

P.99-100 まとめ問題②50
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1 （1） イ　（2） ア　（3） イ　（4） ア

読まれた英語

（1）  I want to be a baker.
（2）  I want to be a carpenter.
（3） I want to go to Italy.
（4） I want to go to Egypt.

ポイント
（1） bakerは「パン職人」なので，関係があるのは「パン」です。
（2） carpenterは「大工」なので，関係があるのは「家」です。
（3） Italyは「イタリア」なので，関係があるのは「ピザ」です。
（4） Egyptは「エジプト」なので，関係があるのは「ピラミッド」です。

2 （1） エ　（2） ア

読まれた英語

（1）  I want to be a pilot.  I want to go to 
Australia.  I want to see kangaroos.

（2）  I want to be a vet.  I like animals.  I 
want to help animals.

ポイント
読まれた英語の意味は次のとおりです。
（1） 「ぼくはパイロットになりたいです。オーストラリアに行きたいです。

ぼくはカンガルーが見たいのです」
（2） 「わたしはじゅう医になりたいです。わたしは動物が好きです。動物を

助けたいのです」

3 ① go　② Germany　
 ③ see　④ castle

4 ① We can see beautiful flowers.
 ② I like flowers.
 ③ I want to be a florist.

P.101-102 まとめ問題③51



©くもん出版 114

1 ⑤の解答例（1）
 I’m Aya.
 I’m from Chiba.
 I like pizza.
 I want to go to Italy.
ポイント

地名は，最初の文字を大文字にするのを忘
わす

れないようにしましょう。

 ⑤の解答例（2）
 I’m Ken.
 I’m from Tokyo.
 I like soccer.
 I want to go to Brazil.
ポイント

I likeのあとに dogや catのような言葉を続けるときは，dogs，catsのよう
に，sや esをつけることも覚えておきましょう。

 ⑤の解答例（3）
 I’m Eri.
 I’m from Kobe.
 I like cooking.
 I want to go to France.
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2 ⑤の解答例（1）

 I’m Ken.
 I’m from Tokyo.
 I’m good at playing soccer.
 I want to be a soccer player.
ポイント

I’m good at playing soccer.は，I’m good at soccer.と表すこともできます。

 ⑤の解答例（2）
 I’m Rin.
 I’m from Wakayama.
 I’m good at English.
 I want to be a flight attendant.

 ⑤の解答例（3）
 I’m Masaki.
 I’m from Fukuoka.
 I’m good at singing.
 I want to be a singer.
ポイント

職業の名前の前には aをつけます。artistのように，「ア，イ，ウ，エ，オ」
に似た音で始まる言葉の前には，aではなく anをつけることも覚えておき
ましょう。




