
LET’S GO 4 

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。 

 

What are you going to do this weekend?   

（あなたは、今週の週末に何をする予定ですか？） 

I`m going to stay home.  （私は、家にいる予定です。） 

What about you?  （あなたはどうですか？） 

I`m going to play hockey.  （私は、ホッケーをする予定です。） 

 

I`m going to play in a tournament.  （私は、トーナメントでプレーをする予定です。） 

Wow, that sounds exciting!  （うわぁ、ワクワクするわね！） 

Good luck! I hope you win.  （頑張って！私は、あなたが勝つことを願ってるわ。） 

Thanks!  （ありがとう！） 

 

【B】 CD の 61 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。 

 

What`s she going to do?  （彼女は、何をする予定ですか？） 

She`s going to see a play.  （彼女は、劇を見る予定です。） 

 

What are they going to do?  （彼らは、何をする予定ですか？） 

They`re going to go shopping.  （彼らは、ショッピングに行く予定です。） 

 

【C】 CD の 62 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。） 

 

buy.  買う 

skis.  スキー板 

Why.  なぜ 

mountains.  山 

hill.  丘 
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LET’S GO 4 

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． DVD を借りる 

２． 何冊かの本を借りる 

３． バックパックを背負っての旅行に行く 

４． バケーションに出かける 

５． 手紙を出す 

６． 小説を読む 

 

【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。 

 

Are you going to read a novel tonight?  （あなたは今夜、小説を読むつもりですか？） 

Yes, I am.  （はい、そうです。） 

 

【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。 

 

When is he going to go backpacking?   

（彼は、いつバックパック旅行に行く予定ですか？） 

He`s going to go backpacking this summer.   

（彼は、今年の夏にバックパック旅行に行く予定です。） 

 

【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「彼は行く予定ですか？」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。 
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LET’S GO 4 

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】 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。 

 

Where are you going to go?  （あなたたちは、どこに行く予定ですか？） 

We`re going to go to the gift store.  （私たちは、ギフトショップに行く予定です。） 

 

【C】 例文を参考にして、絵を見ながら「人々がどこへ行くつもりなのか」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。 

 

Where`s he going to go?  （彼は、どこへ行く予定ですか？） 

He`s going to go to the drugstore.  （彼は、薬局へ行く予定です。） 

 

Where are they going to go?  （彼らは、どこへ行く予定ですか？） 

They `re going to go to the supermarket.  （彼らは、スーパーへ行く予定です。） 

 

【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 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、「1 文ずつ」、指差して声に出して読む練習をしましょう。 

 

「デンマークから来たアストリッドに会おう」 

 

こんにちは！私はアストリッドです。 

私は 12 才です。 

私は、私のお母さんとお父さんと双子の弟たちと一緒にデンマークに住んでいます。 

次の夏に、私たちはハワイに行く予定です。 

私はワクワクしています。 

 

私は、アメリカ合衆国について質問をするつもりです。 

私は、みんなに私の国について話をするつもりにもしています。 

私は、たくさんの写真を見せる予定です。 

例えば、こちらは私たちの女王様の写真です。 

 

そして、こちらは自転車と一緒のデンマーク人たちの写真です。 

デンマークはとても平らで、デンマークの人々は自転車に乗ることが大好きです。 

 

私たちはまた、音楽フェスティバルを開催するのも大好きです。 

 

【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 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。 

 

Hi, Andy. Do you want to come to the park?   

（もしもし、アンディ。あなたは、公園に来たいですか？） 

I can`t.  （できないよ。） 

Why not?  （なぜダメなの？） 

Because I`m sick. （なぜなら、私が病気だからです。） 

 

What`s the matter?  （どうしたの？） 

I have a stomachache.  （私は、お腹が痛いんです。） 

That`s too bad. I hope you feel better!   

（それは大変ね。私は、あなたが良くなることを願っています。） 

Thanks.  （ありがとう。） 

 

【B】 CD の 70 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。 

 

１． 風邪 ２．熱 ３．頭痛 ４．のどの痛み ５．耳の痛み ６．腹痛  

７．歯の痛み ８．咳 

 

What`s the matter?  （どうしたんですか？） 

I have a cold.  （私は、風邪をひいています。） 

 

【C】 CD の 71 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 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。 

 

【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 do you like to do?  （あなたは、何をすることが好きですか？） 

I like to send messages.  （私は、メッセージを送ることが好きです。） 

 

【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。 

 

What does he like to do?  （彼は、何をすることが好きですか？） 

He likes to surf the Internet.  （彼は、ネットサーフィンをすることが好きです。） 

 

What do they like to do?  （彼らは、何をすることが好きですか？） 

They like to play badminton.  （彼らは、バドミントンをすることが好きです。） 

 

【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「あなたはキャンプに行くのが好きですか？」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。 
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LET’S GO 4 

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】 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 do you have to do?  （あなたは、何をしなければならないのですか？） 

I have to wash the dishes.  （私は、お皿を洗わなければならない。） 

 

     ※ have to 動詞 ～しなければならない 

     （主語が He や She や It のときは、has to ～ に形が変化します。） 

 

【C】 例文を参考にして、絵を見ながら「彼/彼女/彼らが何をしなければならないのか」を考えて

みましょう。そして、例文のように英語で言ってみましょう。 

 

He has to sweep the floor.  （彼は、床を掃かなければならない。） 

They have to go to the supermarket.  （彼らは、スーパーに行かなければならない。） 

 

【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 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、「1 文ずつ」、指差して声に出して読む練習をしましょう。 

 

「みんな毎日の仕事（手伝い）をしなければならない」 

 

こんにちは。私はマナイです。私は、モンゴル出身です。 

私の家庭では、全員がたくさんのする仕事を持っています。 

私は、毎日馬に餌をやらなければなりません。 

私はカートに入れて餌を運びます。 

私の妹は、ヤートを掃かなければなりません。 

ヤートは大きなテントです。 

晩には、私たちは仕事がありません。 

私たちは、ゲームをすることが好きです。 

 

 

こんにちは。私はカンチャ、マレーシア出身です。 

これは、私の庭です。 

私たちは、たくさんの植物を植えて（持って）います。 

私は毎日、庭で働かなければなりません。 

私は、土の中で働くのが好きです。 

私はまた、果物や花の絵を描くことも好きです。 

 

【D】 ここは予習をしなくてもいいです。 

 

 

 

 

 

 


