
LET’S GO 2 

UNIT 7    P.58~59   LET’S TALK 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 57 番をかけて、意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習

をしましょう。（1 文ずつ練習します。） 

 

What time is it?  -  何時ですか？ 

It`s six o`clock.  -  6 時ちょうどです。 

It`s time for dinner.  -  夕食の時間ですよ。 

 

What time is it?  -  何時ですか？ 

It`s seven o`clock.  -  7 時ちょうどです。 

It`s time for your bath, Scott.  -  あなたのおふろの時間だよ、スコット。 

OK.  -  わかった。 

 

Is it time for bed?  -  寝る時間ですか？ 

Yes, it is.  -  はい、そうです。 

Good night, Mom.  -  おやすみなさい、お母さん。 

 

【B】 CD の 58 番をかけて、いっしょに歌ってみましょう。 

 

※「～時ちょうど」と言いたいときは「～ o`clock」にします。 

 

【C】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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UNIT 7    P.60~61   LET’S LEARN 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 59 番をかけて、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

【B】 意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What do you do in the morning?  -  あなたは朝、何をしますか？ 

 

I eat breakfast.  -  私は朝ごはんを食べます。 

 

【C】 １～６の絵を見ながら、「あなたは午後に～をしますか？」の文を英語で作

ってみましょう 

 

Do you wash your face in the afternoon?  -   

あなたは午後に顔を洗いますか？ 

 

Yes, I do.  -  はい、そうします。 No, I don`t.  -  いいえ、そうしません。 

 

【D】 CD の 60 番をかけて、いっしょに歌ってみましょう。 
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LET’S GO 2 

UNIT 7    P.62~63   LET’S LEARN MORE 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 61 番をかけて、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

【B】 意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What does he do in the morning?  -  彼は、夕方(夜)に何をしますか？ 

 

He watches TV.  -  彼はテレビを見ます。 

 

※ He や She が主語で現在形の場合は、動詞に-s(-es) をつけます。 

 

【C】 絵を見ながら、「彼は/彼女は夜に～をしますか？」の文を英語で作ってみま

しょう 

 

Does she watch TV at night?  -  彼女は夜にテレビを見ますか？ 

 

Yes, she does.  -  はい、そうです。  

No, she doesn`t.  -  いいえ、ちがいます。 

 

【D】 CD の 62 を聞いて、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 
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LET’S GO 2 

UNIT 7    P.64~65   LET’S READ 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 63 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 64 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 65 番を聞きながら、指差して、声に出して読む練習をしましょう。    

（1 文ずつ練習します。） 

 

□１．This is my home.  -  これは、私の家です。 

   I live on a farm.  -  私は農場に住んでいます。 

   Where do you live?  -  あなたたちは、どこに住んでいますか？ 

 

□２．The goats eat oats in the morning.  -   

   ヤギたちは朝、オート麦を食べます。 

   What do you eat?  -  あなたたちは何を食べますか？ 

 

□3．I grow peaches.  -  私はモモを育てます。 

    Do you eat peaches in the afternoon?  -   

   あなたたちは午後にモモを食べますか？ 

        Yes, we do!  -  はい、食べます！ 

 

□４．Can we ride the pony?  -   

   私たちは、ポニーに乗ることができますか？ 

   Yes. Hold the rope.  -  はい。ロープをにぎって。 
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LET’S GO 2 

UNIT 8    P.66~67   LET’S TALK 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 66 番をかけて、意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習

をしましょう。（1 文ずつ練習します。） 

 

Let`s play a game!  -  ゲームをしましょう！ 

 

What are you doing?  -  あなたは何をしているのですか？ 

 

I`m riding a bicycle.  -  私は自転車に乗っています。 

 

What are you doing?  -  あなたたちは何をしているのですか？ 

 

We`re swimming.  -  私たちは泳いでいます。 

 

【B】 CD の 67 番をかけて、いっしょに歌ってみましょう。 

 

Watch what I do（私がすることを見て）  

And then do the same（そしてそれから、同じことをして） 

Nod your head（首を縦にふって/うなずいて） 

Bend your knees（ひざを曲げて） 

Stamp your feet（足踏みをして） 

Clap your hands（手をたたいて） 

Wiggle your toes（つま先をくねくねさせて） 

Snap your fingers（指を鳴らして） 

Raise your arms（腕を上げて） 

Wave at me（私に手をふって） 

 

【C】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 2 

UNIT 8    P.68~69   LET’S LEARN 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 68 番をかけて、それぞれの単語を指差して、声に出して読む練習を

しましょう。 

 

【B】 意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What`s he doing?  -  彼は何をしているのですか？ 

 

He`s drawing.  -  彼は、絵を描いています。 

 

【C】 １～６の絵を見ながら、「彼女は/彼は～しているのですか？」という文を英

語で作ってみましょう。 

 

Is she swimming?  -  彼女は泳いでいるのですか？ 

 

Yes, she is.  -  はい、そうです。 No, she isn`t.  -  いいえ、ちがいます。 

 

【D】 CD の 69 番をかけて、いっしょに歌ってみましょう。 

 

He`s reading a comic book and talking on the phone.  -    

彼は、マンガの本を読んでいます。そして電話で話をしています。 

 

She`s eating spaghetti.  -  彼女は、スパゲッティを食べています。 

 

I`m cooking breakfast.  -  私は、朝ごはんを作っています。 
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LET’S GO 2 

UNIT 8    P.70~71   LET’S LEARN MORE 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 70 番をかけて、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

【B】 意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

Where is Kate?  -  ケイトはどこにいますか？ 

 

She`s at the library.  -  彼女は図書館にいます。 

 

【C】 絵を見ながら、下記のように質問と答えの文を英語で作ってみましょう。 

 

Where is he?  -  彼はどこにいますか？ 

He`s at the park.  -  彼は公園にいます。 

 

What`s he doing?  -  彼は何をしているのですか？ 

He`s playing baseball.  -  彼は野球をしています。 

 

study（勉強する） eat（食べる） buy（買う） take（取る/撮る） 

 

【D】 CD の 71 番を聞いて、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

１． 指を鳴らす 

２． 足踏みをする 

３． 口を開ける 

４． 目を閉じる 
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LET’S GO 2 

UNIT 8    P.72~73   LET’S READ 

読む練習をするところは「3 回以上」（読めるようになるまで）1 文ずつ区切って練習 

 

【A】 CD の 72 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

   【B】CD の 73 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】CD の 74 番を聞きながら、指差して、声に出して読む練習をしましょう。 

（1 文ずつ練習します。） 

 

□１．Do you have a glue?  -  あなたは、のりを持っていますか？ 

   Yes, I do. It`s new.  -  はい、持っています。それは新しいです。 

□２．Is that blue?  -  あれは青ですか？ 

   Yes, it is. I like blue.  -  はい、そうです。私は青が好きです。 

□３．Do you have a few tube?  -                         

   あなたは、何本かのチューブ（管）を持っていますか？ 

   No, I don`t. Ask Sue.  -  いいえ、持っていません。スーに聞いて。 

□４．Look at it.  -  それを見て。 

   It`s huge! It`s singing!  -  それは巨大です！それは歌っています！ 

 


