
She likes… 
Worksheet

̃ れんしゅうしてみよう！　Let’s practice! ̃　


あれは　だれ　ですか？


 Who is that?                                                       
これは　あんな(Anna)    です。


 Oh, this is Anna.                                                    
かのじょは　わたしの(my)   のおねえちゃん　です。


 She is my sister.                                                   
わたしが　これから(will) 　アンナのこと(about) を　はなし(talk) ます。


 I will talk about Anna.                                                    
かのじょは　12さい(years old)　です。


 She is 12 years old.                                                    
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She likes… 
Worksheet

かのじょは　いま(now)　アメリカ(America) に　すんで(live) います。


 She lives in America, now.                                                        
かのじょは　サンフランシスコに　すんでいます。


 She lives in San Francisco.                                                                                
かのじょは　ダンスが　すき　です。


 She likes dancing.                                                                  
かのじょは　ダンスを　とてもうまく(very well)　できます(can) 。


 She can dances very well.                                                   
かのじょは　いつも(always)　がっこう(school) の　あと(after) に　ダンス(dance) を　します。


 She always dances after school.                                                   
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She likes… 
Worksheet

かのじょは　とてもいい(very good)　ダンサー(dancer)　です。


 She is very good dancer.                             
かのじょは　しょうらい(in the future)　ダンススクール(dancing school) に　いきたい(wants to go)　です。


 She wants to go to a dancing school             
 in the future.                                                    
かのじょは　3つの　げんご(languages) を　よめ(read) ます。


 She can read 3 languages.                                                                     
かのじょは　えいご(English) 、　にほんご(Japanese) 、　フランスご(French) を　よめます。


 She can read English, Japanese, and French.                                                    
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She likes… 
Worksheet

かのじょは　ふだん(usually)　がっこう(school) の　まえ(before) に　よんでいます。


 She usually reads before school.                           
わお。　　かのじょは　いろいろなこと(many things) が　できます(can) ね。


 Wow.  She can do many things!                                                                    
あなたも　ダンス　できますか？


 Can you dance, too?                                                                
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She likes… 
Worksheet

̃ みほんなしでかいてみよう！　Let’s try! ̃　


あれは　だれ　ですか？


                                                                         
これは　あんな(Anna)    です。


                                                                                                            
かのじょは　わたしの(my)   のおねえちゃん　です。


                                                                                                           
わたしが　これから(will) 　アンナのこと(about) を　はなし(talk) ます。


                                                                                                           
かのじょは　12さい(years old)　です。
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She likes… 
Worksheet

かのじょは　いま(now)　アメリカ(America) に　すんで(live) います。


                                                                                                                
かのじょは　サンフランシスコに　すんでいます。


                                                                                                                                       
かのじょは　ダンスが　すき　です。


                                                                                                                          
かのじょは　ダンスを　とてもうまく(very well)　できます(can) 。


                                                                                                          
かのじょは　いつも(always)　がっこう(school) の　あと(after) に　ダンス(dance) を　します。


                                                                                                          

2020 Globalstyle.HR Inc.  myeigoclub.com

http://myeigoclub.com
http://myeigoclub.com


She likes… 
Worksheet

かのじょは　とてもいい(very good)　ダンサー(dancer)　です。


                                                                                     
かのじょは　しょうらい(in the future)　ダンススクール(dancing school) に　いきたい(wants to go)　です。


                                                                   
                                                                                                          
かのじょは　3つの　げんご(languages) を　よめ(read) ます。


                                                                                                                           
かのじょは　えいご(English) 、　にほんご(Japanese) 、　フランスご(French) を　よめます。
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She likes… 
Worksheet

かのじょは　ふだん(usually)　がっこう(school) の　まえ(before) に　よんでいます。


                                                                                  
わお。　　かのじょは　いろいろなこと(many things) が　できます(can) ね。


                                                                                                                        
あなたも　ダンス　できますか？
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She likes… 
Worksheet

̃ テキストをみながらえいごでこたえてみよう！ Let’s challenge! ̃　


                                                                      

Who is she?（かのじょはだれですか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿です。


                                                                       
How old is she?（かのじょはなんさい(How old) ですか？）

かれは＿＿＿さいです。


                                                                       
Where does she live?（かのじょはどこに(where) すんで(lives) いますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿にすんでいます。
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She likes… 
Worksheet

Where does she live in America?（かのじょはアメリカのどこにすんで(lives) ますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿にすんでいます。


                                                                                                           
What does she like?（かのじょは　なにが　すき(like)　ですか？）

かのじょは＿＿＿＿＿がすきです。


                                                                       
When does she do it?（かのじょはいつそれをしていますか？）

かのじょは＿＿(それ)＿＿を＿＿(いつ)＿＿にしています。
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She likes… 
Worksheet

What school does she want to go in the future?

（かのじょはしょうらい(future) なんのがっこう(school) にいきたい(want to go) ですか？）

かのじょはしょうらい＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のがっこうにいきたい。


                                                                                                           
                                                                                                           
How many languages can she read?

（かのじょはいくつ(How many) げんご(languages) をよめ(can read) ますか？）

かのじょは_____コよめます。


                                                                                                           
What languages does he speak?

（かれはなんのげんご(languages) をよめ(read) ますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿と、＿＿＿＿＿＿をよめます。
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She likes… 
Worksheet

̃ こたえ Check the answers!  ̃

Who is she?（かのじょはだれですか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿です。


 She is Anna.                                                                      
How old is she?（かのじょはなんさい(How old) ですか？）

かれは＿＿＿さいです。


 She is 12 years old.                                                                      
Where does she live?（かのじょはどこに(where) すんで(lives) いますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿にすんでいます。


 She lives in America.                                                                                                          
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She likes… 
Worksheet

Where does she live in America?（かのじょはアメリカのどこにすんで(lives) ますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿にすんでいます。


 She lives in San Francisco.                                                                                                          
What does she like?（かのじょは　なにが　すき(like)　ですか？）

かのじょは＿＿＿＿＿がすきです。


 She likes dancing.                                                                      
When does she do it?（かのじょはいつそれをしていますか？）

かのじょはいつも＿＿(それ)＿＿を＿＿(いつ)＿＿にしています。


 She always dances after school.                                                                                                       
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She likes… 
Worksheet

What school does she want to go in the future?

（かのじょはしょうらい(future) なんのがっこう(school) にいきたい(want to go) ですか？）

かのじょはしょうらい＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のがっこうにいきたい。


 She want to go to dancing school                                             
 in the future.                                                                                                         
How many languages can she read?

（かのじょはいくつ(How many) げんご(languages) をよめ(can read) ますか？）

かのじょは_____コよめます。


 She can read 3 languages.                                                                                                          
What languages does he speak?（かれはなんのげんご(languages) をよめ(read) ますか？）

かのじょは＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿と、＿＿＿＿＿＿をよめます。


 She can read English, Japanese and French.                                                                                                        
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