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Use，Express Yourself などの発信活動に活用できる語句のリストです。

授業中によく使われる表現をまとめて紹介しています。

授業に役立つ情報を，イラストや写真を使って解説しています。
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Word Box

明日の授業の予習をする  

 prepare for tomorrow’s lesson
家に帰る go [come] home
犬を散歩させる walk the dog
歌の練習をする practice singing
英語を勉強する study English
絵をかく draw [paint] a picture
ギターの練習をする practice the guitar
教室を掃除する  

 clean the [our] classroom
今日の授業の復習をする

 review today’s lesson
写真を撮る take pictures
宿題をする do my homework
塾に行く go to juku
テレビゲームをする

 play a video game [video games]
テレビを見る watch TV
読書する read a book [books]
図書館に行く go to the library
友だちとぶらぶら過ごす

 hang out with my friends
友だちと話をする talk with my friends
バレーボールをする play volleyball
ピアノをひく play the piano
部活動に出る 

 attend [go to] club activities
マンガを読む

 read a comic book [comic books]
野球の練習をする practice baseball
ボランティア活動をする

 do volunteer work

足元に気をつける watch your step
うがいをする gargle 
規則を守る follow the rules 
くつをぬぐ take off your shoes
ここで立ち止まる stop here 
シートベルトをしめる  
 fasten your seat belt
静かにする be quiet
宿題を自分でする
 do your homework by yourself
信号を守る obey the traffic lights 
手を洗う wash your hands 
ドアをノックする knock on the door
早く寝る go to bed early 
約束を守る keep your promise

絵に触る touch paintings
学校に遅刻する be late for school
規則を破る break the rules
ここで泳ぐ swim here 
ごみを散らかす litter
さわぐ make a sound
宿題を忘れる forget your homework 
食べ過ぎる eat too much
食べ残しをする 
 leave food on your plate
電話で話す talk on the phone
入る enter
恥ずかしがる be shy 
約束を破る break your promise

アイスクリーム ice cream
イカ squid
ウィンナー sausage
ウナギ eel
エビ shrimp
オムレツ omelet
カキ（貝） oyster
カレーライス curry and rice
牛肉 beef
クッキー cookie
ケーキ cake
コーンスープ corn soup
魚 fish
サラダ salad
サンドイッチ sandwich
シュークリーム cream puff
ステーキ steak
スパゲッティ spaghetti
タイ（魚） sea bream
タコ octopus
チーズ cheese
チャーハン fried rice
チョコレート chocolate
ドーナツ donut
とり肉 chicken
パン bread
ハンバーガー hamburger
ピザ pizza
豚肉 pork
フライドチキン fried chicken
フライドポテト French fries
パンケーキ pancake
ホットドッグ hot dog
マグロ tuna
もち rice cake
ヨーグルト yogurt

Unit 3-Part 1 � �p.37 Unit 3-Part 3 � �p.41

 放課後の活動5 させたいこと・させたくないこと6

Let’s Talk 2 � �p.42

 好きな食べ物7
 I play a video game after 

school.

例  I like ice cream very much.例

 Wash your hands.a

 Don’t swim here.b
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6 7

Classroom English

six seven

先生が教室でよく使う英語です。聞きとれるようになりましょう。 質問したいときや反応を示すときに役立つ英語です。言えるようになりましょう。Teacher Student

Excuse me.

Listen to the CD. I see.

Any volunteers? I’m done.

I have a question.

What does “unicycle” 
mean?

I don’t know.

Write this down. Here you are.

Thank you. No, problem.

Raise your hand. How do you say 
“jitensha” in English?

Pardon?

Make pairs. Really? 

Come up to the front. I’m sorry.

Make groups of four.

Stand up. Sit down.

Open your textbook 
to page ten.

Close your textbook. Look at the blackboard.

Repeat after me.

How do you spell 
“bicycle”?

それぞれの前置詞が持つイメージを，赤いボールの位置や動きで表しています。前置詞

out of

out of the school building

～から
外部に出ていくイメージ

in the classroom
in 2017

「～の中に」
内部にあるイメージ

in

between A and B

under the chair

between the lion and  
  the tiger

at the entrance
at 10:00 a.m.

behind the station

around the tiger’s cage

「～の下に」
真下にあるイメージ

「～で」
ある地点・時点のイメージ

under

at

「～の後ろに」

behind

「AとBの間に」
2 つのものの間にあるイメージ

「～のまわりに」
まわりを囲むイメージ

go to India
from August 1 to 3

near the station

to

「～の近くに」

near

「～へ」
ある地点・時点に到着するイメージ 

into

over there 
over the road 

across the river

into the room

「～を横切って」

over

across

「～の中へ」
内部に入っていくイメージ

「～の上方に，～を越えて」
弧を描いてものを覆う・越える
イメージ

out of next to

from Singapore
from August 1 to 3

along the pathway

from

「～にそって」

along 

「～から」
外部に出ていくイメージ

「～から」
ある地点・時点から離れるイメージ 

among

on the wall
on Sunday

in front of many people

among Japanese people

「～の上に」
くっついているイメージ

on

「～の前に」

in front of 

「～の間に」
3 つ以上のものの間にあるイメージ

例 例

例 例 例

例
out of the school  
  building

例
next to the post office

「～の隣に」
隣接しているイメージ

例

例

例

例 例

例

例

例 例

例

例

around
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全学年

全学年

1年生

QR コードの掲載数：115 個
収録コンテンツ数：230 個

収録音声はすべて無料で聞くことができます。

項目 収録音声
Get Ready [Read] 新出語句，本文

Get Ready [Listen] 新出語句

Practice, Use 新出語句

Read & Think 新出語句，本文

Let’s Talk 新出語句，
モデル対話

Let’s Read 新出語句，本文

本文と，その新出語句（一部の固有名詞を
のぞく）をすべて収録しています。

新出語句は，和訳の表示・ 
非表示を切り替えること
もできます。

タップすると… 和訳が表示できる！

スマートフォン・タブレット・PC 対応

12:40

本文

音声＋英文

12:40

新出語句

音声＋語句

英語で話そう  自己紹
しょう

介
かい

をすることができる。
 相手のことについてたずねることができる。

Unit 1 の目標

1
Unit

Good morning, everyone.

Good morning.

自己紹介をしよう。1Part

Words

 good

 morning

 Good morning.

 everyone

 I

 am  

I'm ← I am 

 from

 New Zealand

 at

 be good at 〜

 dance (dancing)

 USA ← United States 

of America

 UK ← United Kingdom

 sing(ing)

 hi

 the

Get Ready

ベル先生が自己紹介をしています。
Read

I'm Moana Bell. 

I'm from New Zealand. 

I'm good at dancing.  

ベル先生はどこの国の出身ですか。Q

エミリーの自己紹介を聞いて，正しいほうの□に をつけましょう。
Listen

名前 出身 得意なこと

Emily Hill

  □ USA   □ singing

  □ UK   □ dancing

22 twenty-two ふつうの文の文末は下げて言おう。　I'm good at dancing. ( ⤵ )

12:40

音声に加えて
文字も表示！

Get Ready，Read & Think，Let’s Talk，Let’s Readの 
新出語句と本文の音声を無料で聞ける
※インターネット接続に必要な費用やパケット通信料などは，使用される方のご負担になります。

20 21


