
資料８ 単語練習シート Lesson５ （ ）組（ ）番名前（ ） 補充用

English Japanese Practice writing more. Test & Check

1 he 彼は

2 of ～の

3 song 歌

4 she 彼女は

5 club クラブ

6 who 誰が だれ

7 her 彼女の

彼女を，に

8 favorite お気に入り

の

9 sea 海

10 also ~もまた

11 him 彼を

12 sometimes ときどき

13 go 行く

14 to ～へ

15 happy 幸せな

16 sing 歌う，～を歌

う

17 swim 泳ぐ

18 they 彼らは，彼女

らは，

それらは

19 kind 親切な

20 me 私に，を

21 Me too. ぼくもだよ。



※英文を使って，単語の使い方をマスターするぞ！ 名前（ ）
1 Look! This is Ichiro. He is a famous baseball player in Japan and the U.S.A.

見て。これは ~です イチロー 彼は です 一人の有名な野球選手 ～の中で 日本とアメリカ

2 Hikawa Kiyoshi is a popular singer of enka songs.
氷川きよしは ～です 一人の人気のある歌手 ～の 演歌

4,

10
This is Ms Uraki. She is my P.E teacher. Also she is a teacher of the tennis club.
こちらは～です浦木先生 彼女は ～です 私の体育の先生 また 彼女は～です 先生 ～の テニスクラブ

1, 5

6
A: Who is that boy? B: He is Tom. He is in the tennis club.

誰 ～ですか あの少年 彼は～だよ トム 彼は ～です ～の中に テニスクラブ

7 Look! This is Ai Otsuka. I like her very much. So I have her CDs.
見て！これは～です 大塚愛 私は 好きだ 彼女を とても だから 私は 持っている 彼女のＣＤ

8 My favorite sport is soccer.
私の大好きな スポーツは ～だ サッカー

9 Look at the sea. It’s very beautiful.
見て ～を 海 それは～です とても美しい

11 Look! This is Yuji Oda . I like him very much. So I have his CDs.
見て！これは ～だ 織田裕二 私は 好きだ 彼を とても だから 私は 持っている 彼のＣＤを

12 I sometimes go to the library.
私は ときどき 行く ～へ その図書館

14

7
I sometimes go to Okinawa. I am happy there.
私はときどき 行く ～へ 沖縄 私は ～だ 幸せな そこで ＝ in Okinawa

16 I like singing. I often sing with my friend.
私は 好きだ 歌うことを 私は よく 歌う ～と一緒に 私の友達

17 I swim in the sea in summer.
私は 泳ぐ 海の中で 夏に

18 I like Kumi and Ken. They like me, too.
私は 好きだ 久美と健 彼らは 好きだ 私を ～もまた

21 A:Ｉ like Ichiro. B: Me, too. He is cool.
私は 好きだ イチロー 僕もだよ。 彼は ～だ 格好いい


