
LET’S GO 4 

UNIT 5   P.40~41   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 41 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。 

 

Hi, Scott. Where are you?  （もしもし、スコット。あなたたちはどこですか？） 

We`re at the roller coaster.  （私たちは、ジェットコースターにいます。） 

Can you wait for us?  （私たちを待ってくれませんか？） 

Sure, but hurry!  （いいよ、でも急いで！） 

 

Thanks for waiting for us.  （私たちを待ってくれてありがとう。） 

No problem!  （どういたしまして！） 

I`m so excited!  （私はとってもワクワクしています！） 

Me, too!  （私も！） 

 

【B】 CD の 42 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．excited  ワクワクして、興奮して 

２．worried  心配して 

３．interested  興味があって 

４．surprised  驚いて 

５．bored  退屈して 

６．embarrassed  はずかしい、きまりの悪い 

 

He is excited.  （彼は、ワクワクしています。） 

They are interested.  （彼らは、興味があります。） 

 

【C】 CD の 43 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。） 

 

So is she.  （彼女もそうです。） 

So are we.  （私たちもそうです。） 

So are they.  （彼らもそうです。） 

gave  （give/与える の過去形） 
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LET’S GO 4 

UNIT 5   P.42~43   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 44 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。 

 

① ケイトは、橋の下を通って丘を上がって行きました。 

② スコットは、森の中に入って森を出て行きました。 

③ ジェニーは、丘を回って橋を越えて（渡って）行きました。 

④ アンディは、トンネルを通り抜けて丘を下って行きました。 

 

【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。 

 

Where did she go?  （彼女はどこに行きましたか？） 

She went through the tunnel.  （彼女は、ドンネルを通り抜けて行きました。） 

 

【D】 CD の 45 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「ジョギングで上ったり下りたり」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。 

 

There goes Bob.  （ボブがそこに行ってるよ。） 

Here comes Patty.  （パティがここに来てるよ。） 
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LET’S GO 4 

UNIT 5   P.44~45   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 46 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。 

（動詞はすべて、「～しました」という過去形になっています。） 

 

【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 did you do on Sunday?  （あなたは、日曜日に何をしましたか？） 

I watched a baseball game.  （私は、野球の試合を見ました。） 

 

【C】 例文を参考にして、絵を見ながら「それぞれの曜日に何をしたか」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 did he do on Sunday?  （彼は、日曜日に何をしましたか？） 

He downloaded pictures.  （彼は、写真をダウンロードしました。） 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 4 

UNIT 5   P.46~47   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 47 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 48 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 49 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。 

 

「スティーブのメキシコへの旅」 

 

去年の夏、私はメキシコを訪れました。 

 

＜1 日目＞ 

1 日目に、私たちは古い街を歩いて回りました。 

私は、トーストとオルチャタを食べました。 

オルチャタはお米のミルクです。 

それは美味しかったです。 

 

＜2 日目＞ 

2 日目に、私たちは丘を下って大きな洞窟の中へハイキングをしました。 

寒かったです。 

 

＜3 日目＞ 

最後の日に、私たちはピラミッドを見に行きました。 

私たちは頂上まで登りました。 

それは大変でした。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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LET’S GO 4 

UNIT 6   P.48~49   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 50 番をかけて、番をかけて、意味を確認して、指差して声に出して読む練習をしま

しょう。 

 

Can I help you?  （お手伝いしましょうか？） 

Yes, thanks. I`m looking for someone.  （はい、ありがとう。私は誰かを探しています） 

Who are you looking for?  （あなたは、誰を探しているのですか？） 

I`m looking for my aunt.  （私は、私のおばを探しています。） 

 

What does she look like?  （彼女は、どんな感じですか/どのように見えますか？） 

She has short red hair.  （彼女は、短くて赤い髪をしています。） 

Is that her over there?  （向こうのあの人が彼女ですか？） 

Yes, it is. Thanks!  （はい、そうです。ありがとう！） 

 

【B】 CD の 51 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

英語で質問と答えの文を作る練習もしてみましょう。 

 

Who are you looking for?  （あなたは、誰を探しているのですか？） 

I`m looking for my grandma.  （私は、私のおばあちゃんを探しています。） 

 

【C】 CD の 52 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。） 

 

anywhere. （not と一緒に使って）どこにも～ない 

find.  見つける 

right over there.  ちょうど向こうに、ちょうどあそこに 

What a surprise!  なんてびっくり！ 
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LET’S GO 4 

UNIT 6   P.50~51   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 53 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 your cousin look like?  （あなたのいとこはどんな感じ（の人）ですか？） 

He has curly brown hair.  （彼は、カールした茶色い髪をしています。） 

 

【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。 

 

What does Dan`s dad look like?  （ダンのお父さんは、どんな感じの人ですか？） 

He has short brown hair and a moustache.   

（彼は、短くて茶色い髪と口ひげを持っています。） 

 

【D】 CD の 54 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「ポニーテールの歌」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。 

 

braids.  三つ編み 
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LET’S GO 4 

UNIT 6   P.52~53   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 55 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。 

 

Which one is your uncle?  （どちらの人が、あなたのおじですか？） 

He`s the one in a suit and a tie.  （彼は、スーツとネクタイをした人です。） 

 

【C】 例文を参考にして、絵の中にあるそれぞれの人物を見ながら「どんな人」なのかを考えてみ

ましょう。そして、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。 

 

Which one is Jim`s mom?  （どちらの人がジムのお母さんですか？） 

She`s the one with short curly hair.  （彼女は、短くてカールした髪を持った人です。） 

She`s the one in a red dress.  （彼女は、赤いドレスを着た人です。） 
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LET’S GO 4 

UNIT 6   P.54~55   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 56 番を聞きながら、指差して、言う練習をしましょう。 

 

【B】 CD の 57 番を聞きながら、指差して、歌ってみましょう。 

 

【C】 CD の 58 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。 

 

「エミリーはフランスへ行く」 

 

エミリーはフランスのパリにいます。 

エッフェル塔がありますが、どの女の子がエミリーですか？ 

エミリーは、長い金髪と前髪を持った女の子です。 

彼女は、白いシャツと赤いズボンを着ています。 

彼女の手は上がっています。 

あなたは、彼女を見つけることができますか？ 

 

 

「アレックスはインドへ行く」 

 

アレックスはインドにいます。 

彼は、タージマハルという有名な宮殿にいます。 

あなたは、彼を見つけることができますか？ 

アレックスは、短くてカールした茶色い髪を持った若い男性です。 

彼は、緑色のＴシャツとデニムのジーンズを着ています。 

彼は、バンドと一緒に歌を歌っています。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 
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