
これは　 ぼくのおとうさんです 

This is my dad.                       
かれは　35さい　です 

He is 35 years old.                      
かれのなまえは　ヒロ　です 

His name is Hiro.               
かれは せがたかい　です 

He is tall.                    
     かれ（わたし）の　おとうさんのなまえは　　　　　　　です 

My dad’s name is                    
     かれは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かれは　           　です 

                                          
Name 

�

tall   せがたかい 
short     せがひくい 
fat    ふとってる 
thin       やせている 
skinny    がりがりにやせている！ 
big    おおきい 
soft    やわらかい 



これは　 ぼくのおとうさんです 

This is my dad.                       
かれは　35さい　です 

He is 35 years old.                      
かれのなまえは　ヒロ　です 

His name is Hiro.               
かれは せがたかい　です 

He is tall.                    
     ぼく（わたし）の　おとうさんのなまえは　　　　　　　です 

                                         
     かれは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かれは　           　です 

                                          
Name 

�

tall   せがたかい 
short     せがひくい 
fat    ふとってる 
thin       やせている 
skinny    がりがりにやせている！ 
big    おおきい 
soft    やわらかい 



これは　 ぼくのおかあさんです 

This is my mom.                       
かのじょは　35さい　です 

He is 33 years old.                      
かのじょのなまえは　ヒロ　です 

His name is Yumi.               
かのじょは せがたかい　です 

He is kind.                    
     ぼく（わたし）の　おかあさんのなまえは　　　　　　　です 

My mother's name is               
     かのじょは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かのじょは　           　です 

                                          
Name 

�

kind   やさしい 
scary     こわい 
strong    つよい 
smiling      わらってる 
nice    いいひと 
great    さいこう 
happy   ハッピー 
angry   おこってる 



これは　 ぼくのおかあさんです 

This is my mom.                       
かのじょは　35さい　です 

He is 33 years old.                      
かのじょのなまえは　ヒロ　です 

His name is Yumi.               
かのじょは せがたかい　です 

He is kind.                    
     ぼく（わたし）の　おかあさんのなまえは　　　　　　　です 

My mother's name is               
     かのじょは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かのじょは　           　です 

                                          
Name 

�

kind   やさしい 
scary     こわい 
strong    つよい 
smiling      わらってる 
nice    いいひと 
great    さいこう 
happy   ハッピー 
angry   おこってる 



これは　 ぼくのおかあさんです 

This is my mom.                       
かのじょは　35さい　です 

He is 35 years old.                      
かのじょのなまえは　ヒロ　です 

His name is Hiro.               
かのじょは せがたかい　です 

He is tall.                    
     ぼく（わたし）の　おかあさんのなまえは　　　　　　　です 

                                          
     かのじょは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かのじょは　           　です 

                                          
Name 

�

kind   やさしい 
scary     こわい 
strong    つよい 
smiling      わらってる 
nice    いいひと 
great    さいこう 
happy   ハッピー 
angry   おこってる 



これは　 ぼくのおかあさんです 

This is my brother.                       
かのじょは　35さい　です 

He is 5 years old.                      
かのじょのなまえは　ヒロ　です 

His name is Jiro.               
かのじょは せがたかい　です 

He is funny.                    
     ぼく（わたし）の　おとうとのなまえは　　　　　　　です 

                                          
     かれは　  years old （    さい）　です 

                                         
     かれは　           　です 

                                          
Name 

�

quiet   しずか 
noisy    うるさい 
happy    ハッピー 
grumpy      きげんがわるい 
nice    いいひと 
great    さいこう 
angry   おこってる 



これは　 ぼくのおとうとです 

This is my brother.                       
かれは　５さい　です 

He is 5 years old.                      
かれのなまえは　ジロー　です 

His name is Jiro.               
かれは おもしろい　です 

He is funny.                    
これは　 ぼくのいもうと　です 

This is my sister.                       
かのじょは　5さい　です 

He is 5 years old.                      
かのじょのなまえは　マミ　です 

His name is Mami.               
Name 

�



これは　 ぼくのいぬ　です 

This is my dog.                       
かれのなまえは　ジロー　です 

His name is John.                      
かれは　かわいい　です 

He is cute.               

これは　 ぼくのかぞく　です 

This is my family.                       
わたしたちは　ハッピー　です 

We are happy.                      
あなたに　あえて　うれしいです 

Nice to meet you.               

Name 
�



じぶんのかぞくやともだちのしょうかいをしてみよう！ 
 
かれ（かのじょ）　（　　　）　のなまえは　　　　　　　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　years old　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　　　　です 

                                          
      
かれ（かのじょ）　（　　　）　のなまえは　　　　　　　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　years old　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　　　　です 

                                          
Name 

�

happy   ハッピー 
good     いいかんじ 
great    さいこう 
sad       かなしい 
angry    おこってる 
hungry    おなかペコペコ 
thirsty    のどかわいた 
tired    つかれた 
sleepy    ねむい 

cousin’s   いとこの 
uncle’s     おじさんの 
aunt’s    おばさんの 
grandma’s    おばあちゃんの 
grandpa’s    おじいちゃんの 
friend’s       ともだちの 
best friend’s   しんゆうの 
pet’s   ペットの 
dog’s   いぬの 
cat’s   ねこの



じぶんのかぞくやともだちのしょうかいをしてみよう！ 
 
かれ（かのじょ）　（　　　）　のなまえは　　　　　　　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　years old　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　　　　です 

                                          
      
かれ（かのじょ）　（　　　）　のなまえは　　　　　　　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　years old　です 

                                          
かれ（かのじょ）は　　　　　　　　です 

                                         

Name 
�

cousin’s   いとこの 
uncle’s     おじさんの 
aunt’s    おばさんの 
grandma’s    おばあちゃんの 
grandpa’s    おじいちゃんの 
friend’s       ともだちの 
best friend’s   しんゆうの 
pet’s   ペットの 
dog’s   いぬの 
cat’s   ねこの

happy   ハッピー 
good     いいかんじ 
great    さいこう 
sad       かなしい 
angry    おこってる 
hungry    おなかペコペコ 
thirsty    のどかわいた 
tired    つかれた 
sleepy    ねむい 


