
LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の 60 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。 

 

Where were you yesterday?  （あなたは、昨日どこにいましたか？） 

I was at the beach.  （私はビーチにいました。） 

 

How was it?  （それはどうでしたか？） 

It was fun!  （楽しかったよ！） 

 

How was the weather?  （天気はどうでしたか？） 

It was sunny and warm.  （晴れて暖かかったです。） 

 

How about you?  （あなたたちはどうですか？） 

We were at the zoo!  （私たちは動物園にいました！） 

 

※「am と is の過去形（～でした）は was」「are の過去形（～でした）は were」です。 

 

【B】 CD の 61 番をかけて、場所を言う練習をしましょう。例文のように、英語で質問と答えの

文章を作ってみましょう。 

 

Where were you yesterday?  （あなたは、昨日どこにいましたか？） 

I was at the zoo.  （私は動物園にいました。） 

 

【C】 CD の 62 番をかけて、一緒に歌ってみましょう。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の 63 番をかけて、それぞれの単語を指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

  

     １．晴れの ２．雨の ３．曇りの ４．雪の ５．さわやかで風の強い ６．嵐の      

     ７．ひんやりとした ８．霧の 

 

【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。 

 

It was sunny on Sunday.  （日曜日は晴れでした。） 

It`s cloudy today.  （今日は曇りです。） 

 

※ is （～です）の過去形は was （～でした）になります。 

 

【C】 絵を見ながら、例文のように英語で文章を作ってみましょう。 

 

How was the weather on Sunday?  （日曜日に、天気はどうでしたか？） 

It was cloudy.  （曇りでした。） 

 

How`s the weather today?  （今日、天気はどうですか？） 

It`s sunny.  （晴れです。） 

 

【D】 CD の６４番をかけて、まずは聞いてみましょう。そのあと、意味を自分で考えてみます。

タイトルは「昨日、天気はどうでしたか？」です。それから、CD をかけて指差しながら 

一緒に歌ってみましょう。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の６５番をかけて、それぞれの単語を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 were you yesterday?  （あなたは、昨日どこにいましたか？） 

I was at the circus.  （私は、サーカスにいました。） 

 

Where were you yesterday?  （あなたは、昨日どこにいましたか？） 

I was at the airport.  （私は、空港にいました。） 

 

【C】 絵を見ながら、例文のように質問と答えの文章を作ってみましょう。 

 

Where was she at 1:00?  （彼女は、１時にどこにいましたか？） 

She was at the restaurant.  （彼女はレストランにいました。） 

 

Where is she now?  （彼女は、今どこにいますか？） 

She`s at home.  （彼女は、家にいます。） 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の６６番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の６７番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の６８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！） 

 

「それらは、前に（以前に）何でしたか？」 

 

① 空は曇っています。そして雪が降っています。 

これらは雪の結晶です。 

それらは、前に何だったでしょうか？ 

それらは水でした！ 

 

② これはヒバリです。 

それは、ときどききれいな声で鳴きます。 

それは、以前に何だったでしょうか？ 

それは卵でした！ 

 

③ これはヘビです。 

それは長くて、木に住んでいます。 

それは、前に何だったでしょうか？ 

それも卵でした！ 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 3 

UNIT 8   P.66~65   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します 

 

【A】 CD の 69 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。 

 

What are you doing?  （あなたは、何をしているのですか？） 

I`m looking for my skateboard.  （私は、私のスケートボードを探しています。） 

 

Where was it yesterday?  （それは、昨日どこにありましたか？） 

It was in my bedroom!  （それは、私のベッドルームにありました。） 

 

It`s not here.  （それは、ここにありません。） 

Is it in the garage?  （それは、ガレージ/車庫にありますか？） 

 

I don`t see it.  （私には、それが見えません/見つかりません。） 

I hope we find it!  （私たちがそれを見つけるといいんだけど！） 

Me, too!  （私も！） 

 

【B】 CD の 70 番をかけて、単語を言う練習をしましょう。それぞれの単語を使って、例文のよ

うに英語で文章を作ってみましょう。 

 

Where`s the skateboard?  （スケートボードはどこですか？） 

It`s in the bedroom.  （それは、ベッドルームの中にあります。） 

 

【C】 CD の 71 番をかけて、一緒に歌ってみましょう。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の 72 番をかけて、それぞれの単語を指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

※１～５は単数形、６～８は複数形（右と左がある → -s がつく）です。 

 

【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。 

 

I can`t find my skateboard.  （私は、私のスケートボードを見つけることができない。） 

It was in the garage yesterday.  （それは、昨日ガレージの中にありましたよ。） 

 

【C】 例文を見て、単数形を使っている場合（snowboard）と複数形を使っている場合（skis）

の文章の作り方の違いを学びましょう。 

 

Where was the snowboard?  （スノーボードはどこにありましたか？） 

It was in the living room.  （それは、リビングルームにありました。） 

 

Where were the skis?  （スキー板はどこにありましたか？） 

They were in the bedroom.  （それらは、ベッドルームにありました。） 

 

【D】 CD の 73 番をかけて、まずは聞いてみましょう。そのあと、意味を自分で考えてみます。

タイトルは「私のスケートボードはどこにありますか？」です。それから、CD をかけて 

指差しながら一緒に歌ってみましょう。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の 74 番をかけて、それぞれの単語を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 did you do yesterday?  （あなたは、昨日何をしましたか？） 

I ate breakfast.  （私は朝食を食べました。） 

 

※「昨日」のことを話すときには、動詞は「過去形」に変えます。青い四角の中に、現在形

→過去形が書いてあります。覚えましょう！ 

 疑問文を作るときには、do や does の代わりに「過去形」の did を使います。 

 

【C】 例文を見て、「過去形」の質問の文と答えの文の作り方を学びましょう。 

 

Did he practice the piano?  （彼は、ピアノを練習しましたか？） 

Yes, he did.  （はい、しました。） 

No, he didn`t.  （いいえ、しませんでした。） 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 3 

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します 

 

【A】 CD の 75 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 76 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 77 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！） 

 

「先週の土曜日」 

 

① 先週の土曜日、ロブはアリの家へ行きました。 

彼らは、外で遊びました。 

彼らは、自分たちのスクーターに乗りました。 

 

② 先週の土曜日、モニカとリーは公園でお昼ご飯を食べました。 

彼女たちは、大きなサンドイッチと小さなスコーンを食べました。 

 

③ 先週の土曜日、リンとハルはビデオゲームをしました。 

彼らは、怖いゲームが好きです。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 

 


