
I am 
Worksheet

               

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    つかれてる 
sleepy    ねむい

　ぼくは　 Taro（タロー ）　です 

 I am Taro.                         
　ぼくは　happy （ハッピー）　です 

 I am happy.                            
　ぼくは　7 years old （7さい）　です 

 I am 7 years old.                    
　ぼくは　hungry （ハラペコ）　です 

 I am hungry.                          
　ぼくは　　　　　　　　です。


                                                                       
　ぼくは　　　　  years old （    さい）　です。


                                                                       
　ぼくは　　　　　　　　です。
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