
LET’S GO 4 

UNIT 1   P.4~5   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 3 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。 

 

We are going to go camping tomorrow. （私たちは、明日キャンプに行く予定です。） 

I`m really excited! （私は、本当にワクワクしています！） 

How`s the weather going to be? （天気はどのようになるでしょうか？） 

It`s going to be cold. （寒いでしょう。） 

Is it going to rain? （雨が降りそうですか？） 

I`m not sure. （私は分かりません。） 

I hope not. （そうならなかったらいいな。） 

Me, too! （私も！） 

 

※「未来」のことを話すときは・・・ am ( are/is ) going to + 動詞の原形（基本の形） 

 

【B】 CD の 4 番をかけて、単語の練習をしましょう。それぞれの単語を使って、例文のように英

語で文章を作る練習もしてみましょう。 

 

１． 涼しい 

２． 寒い 

３． 暖かい 

４． 暑い 

５． 蒸し暑い 

６． 霧の深い 

How is the weather going to be? （天気はどのようになるでしょうか？） 

It`s going to be cool. （涼しくなるでしょう。） 

 

【C】 CD の７番をかけて、一緒に歌ってみましょう。（意味も自分で考えてみましょう。） 

 

The newspaper says ～（新聞に～と書いてあります。） 

Do you think ～ （あなたは、～と思いますか？） 

need （必要である）   

ask （たずねる、聞く、問う） 
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LET’S GO 4 

UNIT 1   P.6~7   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 6 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】 会話の意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What are you going to do?  （あなたは、何をするつもり/予定ですか？） 

I`m going to go skateboarding.  （私は、スケートボードをしに行くつもりです。） 

I have a skateboard and a helmet.   

（私は、スケートボードとヘルメットを持っています。） 

 

※ go fishing.    魚釣りに行く 

 

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

 

What`s he going to do?  （彼は、何をするつもりですか？） 

He`s going to play baseball.  （彼は、野球をするつもりです。） 

He has a bat and a mitt.  （彼は、バットとミットを持っています。） 

 

【D】 CD の 7 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「あなたは放課後、何をするつもりですか？」です。それから、指差しながら

CD と一緒に歌ってみましょう。 

 

※ with ～.   ～と一緒に 

※ do your homework.   あなたの宿題をする 

※ do my homework.   私の宿題をする 

※ today.   今日 

 

 

 

 

 



3 

LET’S GO 4 

UNIT 1   P.8~9   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 8 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。

（サングラスはいつも複数形扱いで、サンスクリーンは液体なので数えることができずに a

がつきません。） 

 

【B】 会話の意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

I`m going to go to the mountains.  （私は、山に行く予定です。） 

What do I need?  （私は何が必要ですか？） 

You need a flashlight.  （あなたは、懐中電灯が必要です。） 

 

I`m going to go to the beach.  （私は、ビーチに行く予定です。） 

What do I need?  （私は、何が必要ですか？） 

You need a towel.  （あなたは、タオルが必要です。） 

 

【C】 例文を参考にして、絵を見ながら「必要なもの」を考えてみましょう。そして、自分でも例

文のように質問と答えの文を英語で作ってみましょう。 

 

What dies she need?  （彼女は、何が必要ですか？） 

She needs a hat.  （彼女は、帽子が必要です。） 

 

What do they need?  （彼らは/彼女たちは、何が必要ですか？） 

They need helmets.  （彼らは/彼女たちは、ヘルメットが必要です。） 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 4 

UNIT 1   P.10~11   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 9 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 10 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 11 番を聞きながら、「1 文ずつ」、指差して声に出して読む練習をしましょう。 

 

「チリから来たチャドに会おう」 

 

① こんにちは！私の名前はチャドです。 

私はチリに住んでいます。 

 

② 私は、チキンとチーズが入っているエンパナーダが好きです。 

私は昼食にそれらを食べます。 

私はチョコレートも好きです！ 

 

③ 明日私は、私のいとこたちを訪問する予定です。 

彼らは、羊農場に住んでいます。 

暑くなりそうです。私は、短パンと T シャツが必要です。 

 

④ 私は、私のいとこたちとサッカーをするつもりです。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 4 

UNIT 2   P.12~13   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 12 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 do you want to be?  （あなたは何になりたいですか？） 

I want to be a singer.  （私は、歌手になりたいです。） 

What about you?  （あなたはどうですか？） 

I want to be a dancer.  （私は、ダンサーになりたいです。） 

 

I have a great idea!  （私は、すごくいい考えがあります！） 

What is it?  （それは何ですか？） 

Let`s sing and dance together.  （一緒に歌って踊りましょう。） 

In the school show! Fantastic!  （学校の行事/催し物で！すばらしいね！） 

 

【B】 CD の 13 番をかけて、単語の練習をしましょう。それぞれの単語を使って、例文のように

英語で文章を作る練習もしてみましょう。 

 

What do you want to be?  （あなたは、何になりたいですか？） 

I want to be an astronaut.  （私は、宇宙飛行士になりたいです。） 

 

【C】 CD の 14 番をかけて、一緒に歌ってみましょう。（意味も自分で考えてみましょう。） 
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LET’S GO 4 

UNIT 2   P.14~15   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 15 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． 技師、エンジニア、土木技師 

2． 映画スター 

3． トラックの運転手 

4． 建築家、設計者 

5． ツアーガイド 

6． デリバリー業者、配達人 

 

【B】 会話の意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What does he want to be?  （彼は、何になりたいですか？） 

He wants to be a tour guide.  （彼は、ツアーガイドになりたいです。） 

 

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

 

Does she want to be a movie star?  （彼女は、映画スターになりたいですか？） 

Yes, she does.  （はい、なりたいです。） 

No, she doesn`t.  （いいえ、なりたくありません。） 

 

【D】 CD の 16 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「彼女は、エンジニア（技師）になりたい」です。 

 

※ Her father was one, too.  （彼女のお父さんもエンジニアでした。） 

 この場合の one は、すぐ前に出て来た単語の engineer を指します。 

※ salesclerk.  （店員） 

※ just like her mama.  （ちょうど彼女のお母さんのように） 
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LET’S GO 4 

UNIT 2   P.16~17   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 17 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】 会話の意味を確認して、指差しながら声に出して読む練習をしましょう。 

 

What does he want to do?  （彼は、何をしたいのですか？） 

He wants to drive a car.  （彼は、車を運転したいです。） 

 

【C】 それぞれの絵を見ながら、例文のように「彼女/彼は～したいですか？」という文を英語で

作ってみましょう。 

 

Does she want to design a video game?  （彼女は、ビデオゲームを設計/デザインし

たいですか？） 

Yes, she does.   

No, she doesn`t.   

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 4 

UNIT 2   P.18~19   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 18 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 19 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 20 番を聞きながら、「1 文ずつ」、指差して声に出して読む練習をしましょう。 

 

「ハワイからのニュース」 

 

こんにちは！私の名前はアナです。 

私の姉と私は、ハワイに住んでいます。 

私は、水族館でボランティアをしています。 

私は、イルカを見るのが好きです。 

彼らは、空中で回転したり裏返ったりします。 

それぞれのイルカは、自分自身の口笛のような音を持っています。 

私は、これらの美しい生き物たちについて、人々に教えたいです。 

 

私の姉、テリも水族館でボランティアをしています。 

彼女はフォトグラファー/写真家になりたいです。 

彼女は、白いクジラの写真を撮りたいです。 

そのクジラたちは、冬にカナダからハワイまで泳ぎます。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 

 

 

 

 

 

 


