
Does he.. / Do they..? 
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?                                                       
かれは　ジョシュ(Josh)    です。


 He is Josh.                                                    
かれは　トム(Tom)   のきょうだいです。


 He is Tom’s brother.                                                   
かれは　15さい　です。


 He is 15 years old.                                                    
ジョシュは　サッカーが　じょうずです。


 Josh is good at soccer.                                                    
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Yes, he does.  
Tom is good at soccer, too
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Who is that?
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Does he.. / Do they..? 
Worksheet

かれは　とてもいい　サッカーせんしゅ　です。


 He is very good soccer player.                                                    
かれは　まいにち(everyday)   がっこうのあと　サッカーを　れんしゅうしてます。


 He practices soccer everyday after school.                                                    
トムも　サッカーを　するんですか？


 Does Tom play soccer, too?                                                    
はい、します。


 Yes, he does.                                                   
トムも　サッカーが　じょうずです。


 Tom is good at soccer, too.                                                   

2020 Globalstyle.HR Inc.  myeigoclub.com

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


Does he.. / Do they..? 
Worksheet

かれらは　いっしょに　サッカーを　しますか？


 Do they play soccer together?                            
はい、します。


 Yes, they do.                                                    
トム(Tom) とジョシュ(Josh) は　サッカーが　とても　すきです。


 Tom and Josh like soccer very much.                                                    
かれらは　まいしゅう　にちようびに　サッカーを　しています。


 They play soccer every Sunday.                                                    
わたしは　かれらは　とてもすごい　サッカーせんしゅだと　おもいます。


 I think they are great soccer players.                                               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Does he.. / Do they..? 
Worksheet

̃ みほんなしでかいてみよう！　Let’s try! ̃　


あれは　だれ　ですか？


                                                                                               
かれは　ジョシュ(Josh)    です。


                                                                                         
かれは　トム(Tom)   のきょうだいです。


                                                                                       
かれは　15さい(years old)　です。


                                                                                        
ジョシュは　サッカー(soccer) が　じょうずです。
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Does he.. / Do they..? 
Worksheet

かれは　とてもいい　サッカーせんしゅ(soccer player)　です。


                                                                                      
かれは　まいにち(everyday)   がっこうのあと　サッカーを　れんしゅうしてます。


                                                                                                               
トムも　サッカーを　するんですか？


                                                                                        
はい、します。


                                                                                   
トムも　サッカーが　じょうずです。
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Does he.. / Do they..? 
Worksheet

かれらは　いっしょに　サッカーを　しますか？


                                                                                         
はい、します。


                                                                                             
トム(Tom) とジョシュ(Josh) は　サッカーが　とても　すきです。


                                                                                                  
かれらは　まいしゅう　にちようびに(every Sunday)　サッカーを　しています。


                                                                                                                       
わたしは　かれらは　とてもすごい　サッカーせんしゅだと　おもいます。
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Does he.. / Do they..? 
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 he?（かれはだれですか）

かれは　　　　　です。


                                                   

Whose brother is he?（かれはだれのきょうだいですか）

かれは　　　　　　の　きょうだい(brother)    です。


                                                  

How old is he?（かれはなんさいですか）

かれは　　　　　さい(years old)　です。
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Who is that?
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He practices soccer 

everyday after school.
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Does he.. / Do they..? 
Worksheet

What does he do?（かれは何をしますか）

かれは　　　　　を　します。


                                                        

What player is he?（かれは何のせんしゅですか）

かれは　　　　　　の　せんしゅ(player)   です。


                                                       

When does he practice?（かれはいつれんしゅう(practice)していますか）

かれは　　　　　　に　　　　　　を　れんしゅう(practice) しています。


                                                      MY EIGO CLUB / GlobalStyle.HR Inc.©2020

Who is that?

MY EIGO CLUB / GlobalStyle.HR Inc.©2020

He practices soccer 

everyday after school.

2020 Globalstyle.HR Inc.  myeigoclub.com

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


Does he.. / Do they..? 
Worksheet
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Yes, he does.  
Tom is good at soccer, too

MY EIGO CLUB / GlobalStyle.HR Inc.©2020

Yes, they do.   
Tom and Josh like soccer very much. 

They play soccer every Sunday.

Who is he?（かれはだれですか）

かれは　　　　　です。


                                                   

Does he play soccer, too?（かれもいっしょにサッカーをしますか）

はい / いいえ。


                                                      

When do they practice?（かれらはいつれんしゅうしていますか）

かれらは　　　　　に　　　　　を　れんしゅう(practice) しています。
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