
Lesson 1 ― 5

1.  CDを聞いて、質問の答えとして合っている記号に○をつけよう。

（1）Where are you from? （ A・B・C ）
（2）What are you most interested in? （ A・B・C ）

2.  CDを聞いて、それぞれの質問の答えとして合っているものに○をつけよう。

a. ロックミュージック　 b. 年下の　 c. ～に興味がある

d. ～に加わる　 e. ～出身です　 f. 映画

New Friends はじめまして ●教科書 p.6～11

ListeningA

Words & PhrasesB

Lesson 1

1.  それぞれの語句の意味を下から選んで、＿＿＿＿に書いてみよう。

（1）junior ＿＿＿＿＿＿
（2）be from ～ ＿＿＿＿＿＿
（3）be interested in ～＿＿＿＿＿＿

（4）join［動詞］ ＿＿＿＿＿＿
（5）movie（s） ＿＿＿＿＿＿
（6）rock music ＿＿＿＿＿＿

1. 出身 

2. 入りたいクラブ 

3. 興味あるもの 

1. シドニー 
2. ハワイ 
3. ニューヨーク 

1. テニス 
2. コンピュータ 
3. サッカー 

1. 料理 
2. ロック音楽 
3. コンピュータ 

1. 日本 
2. ニューヨーク 
3. カナダ 

1. サッカー 
2. マンガ 
3. 新聞 

1. 映画 
2. 占い 
3. 野球 

BA

注意：それぞれの音声は2回ずつ読まれます。

注意：それぞれの音声は2回ずつ読まれます。
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Lesson 1 ― 7

1.  次の（ ）内に適する語を入れ、未来のことを表現する文にしなさい。

（1）I（ ）（ ）（ ）join the soccer team.
（2）She（ ）（ ）（ ）play tennis next Sunday.

2.  次の文を未来のことを表現する文にしなさい。

（1）I go shopping with my mother. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）He studies English in the library. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3.  日本語の意味に合うよう（ ）内の語を並べかえなさい。

（1）（ want, volleyball, play, I, to ）. 私はバレーボールをしたい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）（ in, he, interested, pop music, is ）. 彼はポピュラー音楽に興味がある。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（3）（ from, they, Sydney, are ）. 彼らはシドニー出身だ。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（4）（ club, are, you, which, join, going, to ）? あなたはどのクラブに入るつもりですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4.  ＿＿＿＿に適する語を入れ、日本語の意味に合う英文を完成しなさい。

（1） I  ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ the computer club.
私はコンピュータクラブに入りたい。

（2）Ken ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ visit Osaka next week.
ケンは来週大阪を訪れるでしょう。

（3）＿＿＿＿＿＿ Mai ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ rock music?
マイはロックに興味がありますか。

5.  次の（ ）内の語を適当な形に直して ＿＿＿＿に入れなさい。そのままの形でよい場合
もあります。

（1） He wants to ＿＿＿＿＿＿ to a CD.（listen）
（2） I like to ＿＿＿＿＿＿ TV.（watch）
（3） Ken and Yuki ＿＿＿＿＿＿ going to play tennis.（be）

（4）What are you ＿＿＿＿＿＿ to do next Saturday?（go）

Practice
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3.  次の ＿＿＿＿に、適当な英語または日本語を書き入れてみよう。

（1）Which junior high school are you ＿＿＿＿＿＿ ?
あなたはどちらの中学校出身ですか。

（2）Where ＿＿＿＿＿＿ you ＿＿＿＿＿＿ ?
あなたの出身はどこですか。

（3）What are you most ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ?
あなたが最も興味のあるものは何ですか。

（4）I,m ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ join the soccer team.
私はサッカー部に入るつもりです。

（5）I want to join the tennis club.
私はテニス部に ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

（6）＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ New York.
私はニューヨーク出身です。

●「～するつもりです」（未来表現）be going to ～
I’m going to join the soccer team.（私はサッカー部に入るつもりです。）
確実性の高い未来を表すときの表現です。「～するでしょう」のwillを用いても
未来の表現はできます。
He will play baseball after school.（彼は放課後野球をするでしょう。）

●「～したい」（不定詞）
I want to join the soccer team.
〈to＋動詞の原形〉を不定詞といいます。toの後には動詞の原形が来ます。

PointsC

2.  それぞれの単語の意味を教科書や辞書で調べて、＿＿＿＿に書いてみよう。

（1）chorus ＿＿＿＿＿＿
（2）swimming ＿＿＿＿＿＿
（3）cooking ＿＿＿＿＿＿
（4）classical music ＿＿＿＿＿＿

（5）newspaper ＿＿＿＿＿＿
（6）volleyball ＿＿＿＿＿＿
（7）painting ＿＿＿＿＿＿
（8）photography ＿＿＿＿＿＿
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