
Where is the…? 
Worksheet

̃ れんしゅうしてみよう！　Let’s practice! ̃　


リンゴ(apple) は　どこに　ありますか？


 Where is the apple?                                                       
それは　つくえ(table) の　うえです。


 It’s on the table.                                                    
おー、　なるほど。


 Oh, I see.                                                                      
リンゴは　どこに　ありますか？


 Where is the apple?                                                    
それは　はこ(box) の　なかです。


 It’s in the box.                                                           
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Where is the…? 
Worksheet

リンゴは　どこに　ありますか？


 Where is the apple?                                                        
それは　はこの　なかです。


 It’s in the box.                                                                                
おー、　なるほど。


 Oh, I see.                                                                      
ネコ(cat) は　どこに　いますか？


 Where is the cat?                                                   
それは　イス(chair) の　した(under) です。


 It’s under the chair.                                                        
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Where is the…? 
Worksheet

ネコは　どこに　いますか？


 Where is the cat?                                   
それは　はこの　うえです。


 It’s on the box.                                              
ネコは　どこに　いますか？


 Where is the cat?                                                                     
それは　フライパン(pan) の　なかです。


 It’s in the pan.                                                    
とけい(clock) は　どこに　ありますか？


 Where is the clock.                                         
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Where is the…? 
Worksheet

それは　かべ(wall) に　あります。


 It’s on the wall.                                                                         
いまは　なんじ　ですか？


 What time is it now?                                                                
3じ　です。


 It is 3 o’clock.                                                                                    
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Where is the…? 
Worksheet

̃ みほんなしでかいてみよう！　Let’s try! ̃　


リンゴ(apple) は　どこに　ありますか？


                                                                                                                                        
それは　つくえ(table) の　うえです。


                                                                                                           
おー、　なるほど。


                                                                                                                            
リンゴは　どこに　ありますか？


                                                                                                            
それは　はこ(box) の　なかです。
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リンゴは　どこに　ありますか？


                                                                              
それは　はこの　なかです。


                                                                                                                                                                                                     
おー、　なるほど。


                                                                                                                                
ネコ(cat) は　どこに　いますか？


                                                                                                              
それは　イス(chair) の　した(under) です。
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ネコは　どこに　いますか？


                                                                                             
それは　はこの　うえです。


                                                                                                       
ネコは　どこに　いますか？


                                                                                                                                
それは　フライパン(pan) の　なかです。


                                                                                                              
とけい(clock) は　どこに　ありますか？
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Where is the…? 
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それは　かべ(wall) に　あります。


                                                                                                                                   
いまは　なんじ　ですか？


                                                                                                                           
3じ　です。
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Where is the…? 
Worksheet

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


             Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それはテーブルの上にあります。


                                                                       
Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それはハコの中にあります。


                                                                       
Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それはテーブルの下にあります。
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Where is the…? 
Worksheet

Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それはテーブルの下にいます。


                                                                       
Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それははこの上にいます。


                                                                       
Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それはフライパンの中にいます。


                                                                                                           
Where is the apple?（とけい(clock) はどこにありますか？）

それはかべにあります。
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Where is the…? 
Worksheet

̃ こたえ Check the answers!  ̃
Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それはテーブルの上にあります。。


 It is on the table.                                                                      
Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にあります。


 It is in the box.                                                                      
Where is the apple?（リンゴはどこにありますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にあります。


 It is in the box.                                                                                                         
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Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にあります。


 It is under the chair.                                                                      
Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にいます。


 It is on the box.                                                                      
Where is the apple?（ネコはどこにいますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にいます。


 It is in the pan.                                                                                                          
Where is the apple?（とけい(clock) はどこにありますか？）

それは＿＿＿＿＿＿＿にあります。


 It is on the wall.                                                                     
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