
Did you make this? 
Worksheet

̃ れんしゅうしてみよう！　Let’s practice! ̃　


やあ、ベティー。　　わお、それはなんですか？


 Hi Betty.  Wow, what is that?                                                       
それは　ピーターへの　プレゼントですか？


 Is that a present for Peter?                                                    
はい、そうです。


 Yes, it is.                                                             
わたしは　きのう　ぶんぼうぐやで　ペンケーズをかいました。


 I bought a pen case at the stationary               
store yesterday.                                                                
わたしは　それが　すてきなペンケースだったので　かいました。


 I bought it because it was a nice pen case.                                                                               
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Did you make this? 
Worksheet

あなたは　ほかに　なにか　かいましたか？


 Did you buy anything, too?                                                        
じゃーん！　みてください。


 Tada!  Look at this.                                                                                
これは　わたしから　ピーターへの　プレゼントです。


 This is my present for Peter.                                                                  
わお！　　とてもおいしそうです！　


 Wow!  That looks yummy!                                                  
あなたは　それを　かいましたか？


 Did you buy it?                                                               
いいえ、ちがいます。


 No, it isn’t.                                               
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Did you make this? 
Worksheet

わたしは　このケーキを　わたしのママとつくりました。


 I made this cake with my mom.                                                  
かのじょが　わたしを　てつだってくれました。


 She helped me.                                                                     
それは　かんたんではなかった　でも　それは　たのしかった。


 It was not easy, but it was fun.                                                  
わお！　とてもおいしそう！


 Wow!  It looks really yummy!                                                  
それは　とてもいい　プレゼントだとおもいます


 I think it is a great present!                                                                      
準備はいい？　　はい、いいです！　　よしいこう！


 Are you ready?  Yes, we are ready!  Let’s go!    
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Did you make this? 
Worksheet

サプライズ！　　おたんじょうび　おめでとう　ピーター！


 Surprise!  Happy birthday Peter!                                                  
ありがとう　タロー、　ありがとう　ベティー！


 Thank you Taro, thank you Betty!                                                                     
そのあと、　わたしたちは　オレンジジューズをのんで、　おかしをたべました。


 After that, we drunk orange juice and had         
some snacks.                                                  
ピーターは　とてもハッピーでした　なので　とてもよい　たんじょうびかいでした。


 Peter was very happy so it was a great 
birthday party.                                                  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Did you make this? 
Worksheet

̃ みほんなしでかいてみよう！　Let’s try! ̃　


やあ、ベティー。　　わお、それはなんですか？


                                                                        
それは　ピーターへの　プレゼントですか？


                                                                        
はい、そうです。


                                                                                                                           
わたしは　きのう　ぶんぼうぐやで　ペンケーズをかいました。


                                                                                                                                                              
                                                                                                                                     
わたしは　それが　すてきなペンケースだったので　かいました。
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Did you make this? 
Worksheet

あなたは　ほかに　なにか　かいましたか？


                                                                                                                         
じゃーん！　みてください。


                                                                                                                                                  
これは　わたしから　ピーターへの　プレゼントです。


                                                                                                                                 
わお！　　とてもおいしそうです！　


                                                                                                                          
あなたは　それを　かいましたか？


                                                                                                                                   
いいえ、ちがいます。
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Did you make this? 
Worksheet

わたしは　このケーキを　わたしのママとつくりました。


                                                                                                                        
かのじょが　わたしを　てつだってくれました。


                                                                                                                                          
それは　かんたんではなかった　でも　それは　たのしかった。


                                                                                                                     
わお！　とてもおいしそう！


                                                                                                                         
それは　とてもいい　プレゼントだとおもいます


                                                                                                                                            
準備はいい？　　はい、いいです！　　よしいこう！
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Did you make this? 
Worksheet

サプライズ！　　おたんじょうび　おめでとう　ピーター！


                                                                                                                                             
ありがとう　タロー、　ありがとう　ベティー！


                                                                                                                                                                                                               
そのあと、　わたしたちは　オレンジジューズをのんで、　おかしをたべました。


                                                                                                                                            
                                                                   
ピーターは　とてもハッピーでした　なので　とてもよい　たんじょうびかいでした。
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Did you make this? 
Worksheet

̃ テキストをみながらえいごでこたえてみよう！ Let’s challenge! ̃　
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What did Betty buy for Peter? 

                                                                       

Where did she buy it? 

                                                                       

When did she buy it? 
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Did you make this? 
Worksheet

2020 Globalstyle.HR Inc.  myeigoclub.com

Why did she buy the pen case? 

                                                                                                           

Did Taro buy this cake? 

                                                                       
Who made the cake? 
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Did you make this? 
Worksheet
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Was it easy? 

                                                                                                           

After the surprise, what did they do? 

                                                        
                                                            

Was it a great birthday party?  And why? 
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Did you make this? 
Worksheet

̃ テキストをみながらえいごでこたえてみよう！ Let’s challenge! ̃　
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What did Betty buy for Peter?（ベティはピーターに、何をかいましたか？）

それは＿＿＿＿＿＿です。


 She bought a pen case.                                                                      

Where did she buy it?（かのじょはそれを、どこでかいましたか？）

かのじょはそれを＿＿＿_______でかいました。


 She bought it at the stationary store.                                                                      

When did she buy it?（かのじょはそれを、いつかいましたか？）

かのじょはそれを＿＿＿＿＿＿かいました。


 She bought it yesterday.                                                                                                         
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Did you make this? 
Worksheet
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Why did she buy the pen case?（なぜ、かのじょは、それをかったのですか？）

それが＿＿＿＿＿＿＿だったから。


 Because it was a nice pen case.                                                                                                          

Did Taro buy this cake?（タローは、このケーキをかいましたか？）

いいえ、ちがいます。


 No, he didn’t.                                                                      

Who made the cake?（このケーキは、だれがつくりましたか？）

＿＿＿＿と＿＿＿＿がそれをつくりました。


 Taro and his mother.                                                                                                      
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Did you make this? 
Worksheet
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Was it easy?（それはかんたんでしたか？）

いいえ、ちがいます。


 No, it wasn’t.                                                                                                          

After the surprise, what did they do?（サプライズのあと、かれらはなにをしましたか？）

かれは_____＿＿＿＿＿をしました。


 They drank orange juice and had             
some snacks.                                                                                                          

Was it a great birthday party?  And why?
（それは、とてもよいたんじょうびかいでしたか？　そして、なぜですか？）

はい、そうです。　なぜなら＿＿＿＿＿＿だったからです。


 Yes, it was. Because Peter was happy.                                                                                                          
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