
資料５

the first grade Lesson5 内容の理解（読みとり） （Ａコース）

class(  ) No(  ) Name(           )
☆読み取りの力を身に付けるために，

§１～３を読んで，Ken が紹介した友達はどんな特徴がありますか？

Ｑ１ 東京に住んでいる Ken が紹介した友達２人に共通していることはどんなことですか？

２人とも（ ）に住んでいること。

Ｑ２ ２人のそれぞれの特徴は何か，表にしてまとめましょう。

名前 特技

やっていること

できること

それに関わる詳しい情報

少

年

少

女

Ｑ３ Ken は Yuri のことを紹介した後，Ratna は興味をもってさらに Ken に質問しました。そし

て，Yuri について新しい情報を得ました。それは何ですか？

Ｑ４ Ken は，２人の友達に対して，どのような気持ちをもっていますか？

Ｑ５ そのような気持ちになるわけは何だと述べていますか？

黙読（声を出さないで，意味を考えながら読むこと）して，Ken の２人の友だちの特徴を正確に

読み取ろう。

また，自分のお気に入りの人物紹介の内容や，なぜ紹介したかったのか，自分とのかかわりをど

のように表現しているのか，その気持ちを表現する方法を見つけよう。



the first grade Lesson5 内容の理解 （読みとり） （Ｂコース）

class(  ) No(  ) Name(           )
☆読み取りの力を身に付けるために，

§１～３を読んで，ケンが紹介した友達はどんな特徴がありますか？

§１ Q1 東京に住んでいる Ken の友達２人は，どこに住んでいますか？

どの英文から分かりますか？

（ ）行目（ ）

§１．２ Q2 Ken の友達のそれぞれの特徴は何か，表にしてまとめましょう。

名前 どんなことができるの？

何がうまいの？

そのことに関する情報を付け加えよう

少

年

少

女

§２ Q3 Ken は Yuri のことを紹介した後，Ratna(ラトナ)は，Ken にさらに質問し，彼女につ

いて新しい情報（特技）を知りました。それは何ですか？

どの英文から分かりますか？

（ ）行目（ ）

Q4 その情報を得た Ratna は，Yuri のどんな特技に対してどのような関心をもちましたか？

どの英文から分かりますか？

（ ）行目（ ）

§３ Q5 Ken は，２人の友達に対して，どのような気持ちをもっていますか？

どの英文から分かりますか？

（ ）行目（ ）

Q6 そのように思うわけは何だと述べていますか？

どの英文から分かりますか？

（ ）行目（ ）

黙読（声を出さないで，意味を考えながら読むこと）して，Ken の２人の友だちの特徴を正確に

読み取ろう。

また，自分のお気に入りの人物紹介の内容や，なぜ紹介したかったのか，自分とのかかわりをど

のように表現しているのか，その気持ちを表現する方法を見つけよう。



the first grade Lesson5 My friends in Okinawa 補助シート

✰文法のポイント

☆He〔She〕is ~. 彼は〔彼女は〕~です。 の英文を正しく理解しよう。

自分(Ｉ)と話し相手（You）以外で話題になった人をさすとき，男性なら he, 女性なら she を使う。

☆He is =He’s［短縮形］, She is =She’s, I am= I’m, You are＝You’re, We are =We’re

☆疑問詞の文；Who is =Who’s ～？「～はだれですか？」答え方；He〔She〕is ~[人名，間柄]

☆代名詞(主語，所有格，目的格)の使い方を理解しよう。

This is Ken. I like him. （Ken を）好きだ。(Ken を)２回目に使用するので,him（彼を）

This is Kumi. I like her. （Kumi を）好きだ。(Kumi を)２回目に使用するので,her（彼女を）

This is Ken. This is Kumi. They are my friends. (Ken と Kumi を)2 回目に使用するので,they (彼

らは)

✰教科書内容のポイント

§１

ケンが①紹介したい人は誰？②どこに（住んで）いるの？③何の仕事？

①This is Daichi.

②He is my friend in Okinawa. ③ He is a singer of folk songs.
彼は 友達 ～にいる 沖縄 歌い手 ～の フォークソング（民謡）

＝ He sings folk songs.
歌う フォークソング（民謡）を

役立つ表現 彼は九州出身の歌手です。 He is a singer from Kyushu.

私はイチローの大ファンだ。I am a big fan of Ichiro.

私は岐阜市に住んでいるおばあちゃんがいる。I have a grandmother in Gifu City..

This is Yuri.

She is my friend too.
彼女は ～もまた

She is an Eisa dancer. She is in the dance club.
エイサーの踊り手 ～に入っている ダンス部

=She dances Eisa. =She belongs to the dance club.
踊ります エイサ踊りを 所属している ～に

§２

Ratna: Who is this girl?
誰？ この少女

Ken : She's Yuri.

= this girl は２回目の使用だから She She is の短縮形＝She’s

Ratna: Oh, yes. さっきみせてもらった写真のユリを思い出して「あぁそうだね」と相づち

をうっている。

Is she a diver too? 写真を見て思ったことを自分から積極的に尋ねている。

最初の紹介では an Eisa dancer であることを知ったので，写真からダイバー（海女あま 海

に潜って魚介類などを採る）もやるのかなと考えて too をつけて，質問している。

Ken : Yes, she is. She's a good diver. =She is good at diving.
=She is もぐりがうまい，海女の仕事がよくできる。さらに一言コメントしている。

Look at her pictures.
＝Ratna’s ２回目以降の使用なので， 代名詞 her (彼女の)

つながり

具体的に

なぜ踊れ

るの？



Ratna: This is my favorite picture. The sea is beautiful.
お気に入りの 水中写真の絵にある海 美しい

§３

Ratna: Yuri is nice . I like her.
ユリの人柄をほめる すてきな 気に入ったわ =Yuri 彼女を

Ken : Me too. ＝I like her, too.
ぼくもだよ 相づちを打って，会話をつないでいる。

Daichi is also nice. I like him too. ＝I also like him.
＝Daichi is nice,too. =Daichi 彼を

Ratna: Do you sometimes go to Okinawa?
ときどき 行く ～へ

Ken : Yes. I'm happy there.
うれしい，幸せな，楽しい，=in Okinawa そこで

なぜ，Ken は happy なのか？ そのわけを次の３文で述べている。

I sing with Daichi.
歌う ～と一緒に

I dance and swim with Yuri.
泳ぐ ～と一緒に

They are kind to me.
主語が複数形のとき is →are, am →are

彼らは＝Daichi and Yuri 親切な ～に 私に

USE IT 5

Kenji: Do you know about Mother Teresa?
～について マザーテレサ

Yoko: Yes. I know about her.
彼女を

No. I don’t know about her.

なぜお気に入

りなのかのわ

けを＋１文


