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Practice 

 

 

Gｏａｌ   be動詞と一般動詞の特徴について考えよう  

１   下の文章は，柴田町のキャラクター「はなみちゃん」についての説明です。①～③の空らんそれぞれに合

う語をア～ウの中から一つずつ選び，（     ）の中に書き入れましょう。 

This ①(        ) Hanami-chan. She ② (        ) in Shibata. 

She ③ (        ) cherry blossoms. She is very cute.   （16字） 

ア likes      イ lives        ウ is 

    

2   下の歌は，柴田町の小学校の英語の授業で紹介された歌’SAKURA SONG’です。①～⑤の空らんそ 

れぞれに合う語を語群の中から一つずつ選び，（     ）の中に書き入れましょう。 

                             SAKURA SONG 

In April we can ①(     ) cherry blossoms all around. They ②(      ) very 

beautiful. It ③(      ) a wonderful day. Let’s ④(         ) to see spring’s 

beauty bloom. Let’s enjoy sakura and ⑤(         ) a great day.     (３４字）      

※ blossom:花 beauty: 美しさ bloom:咲く 

語群 ：  go / see / are / is / have 

  

 3    英語の授業で，地域に住んでいる外国から来た人々に，自分たちが住んでいる柴田町について紹介 

    する活動を行いました。原稿を書いていると，英語の先生から次のようなアドバイスをもらいました。 

 

 

 

 

      先生からのアドバイスを生かして原稿を修正します。次の空らんをうめて文章を完成させましょう。 

 

 

 

   

  

 

【チャレンジ問題】 

あなたは，英語の授業で他の学校の生徒とオンラインで交流することになりました。 

あなたの住んでいる町の有名なものについて紹介する英文を完成させましょう。  

Hi. I will introduce my town. 

My town (         )(           )(      )(                   ). 

＜先生のアドバイス＞ 

①  柴田町が宮城県のどの位置にあるか紹介してはどうか。 

②  柴田町は何で有名か教えてはどうか。 

③  公園に桜を見に行くように誘ってはどうか。 

Shibata Town 

Hi. Nice to meet you. My name is 〇〇. Please call me 〇〇. I will tell you 

about Shibata Town. It is in the ①（         ）of Miyagi. It is ②（         ） 

for cherry blossoms. ③（           ）go to see them.               （３6字） 

 

 

１１問中   
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 Gｏａｌ   be動詞と一般動詞の特徴について考えよう  

 
１   下の文章は，柴田町のキャラクター「はなみちゃん」についての説明です。①～③の空らんそれぞれに合 

う語をア～ウの中から一つずつ選び，（     ）の中に書き入れましょう。 

This  ①(    is   ) Hanami-chan. She ② (     lives    ) in Shibata. 

She  ③ (    likes       ) cherry blossoms. She is very cute.  

ア likes      イ lives        ウ is 

  

2  下の歌は，柴田町の小学校の英語の授業で紹介された’SAKURA SONG’です。①～⑤の空らんそ 

れぞれに合う語を語群の中から一つずつ選び，（     ）の中に書き入れましょう。 

                            SAKURA SONG 

In April we can ①( see  ) cherry blossoms all around. They ②(  are  ) very 

beautiful. It ③(     is    ) a wonderful day. Let’s ④(     go     ) to see spring’s 

beauty bloom. Let’s enjoy sakura and ⑤(    have    ) a great day.      

※ blossom:花 beauty: 美しさ bloom:咲く 

語群 ：  go / see / are / is / have 
4月には、そこかしこに桜を見ることができます。それらはとても美しく，すばらしい一日となります。春の美しい花々を見に行きましょう。桜を

楽しみましょう。そしてすてきな一日を過ごしましょう。 
3   英語の授業で，地域に住んでいる外国から来た人々に，自分たちが住んでいる柴田町について紹介 

する活動を行いました。原稿を書いていると，英語の先生から次のようなアドバイスをもらいました。 

 

      先生からのアドバイスを生かして原稿を修正します。次の空らんをうめて文章を完成させましょう。 

 

【チャレンジ問題】 
あなたは，英語の授業で他の学校の生徒とオンラインで交流することになりました。 

あなたの住んでいる町の有名なものについて紹介する英文を完成させましょう。  

Hi. I will introduce my town. 

My town (  is  )(  famous  )( for )(  〇〇〇 ※あなたの町の有名なもの  ). 

＜先生のアドバイス＞ 

①  柴田町が宮城県のどの位置にあるか紹介してみてはどうか。 

②  柴田町は何で有名か教えてみてはどうか。 

③  公園に桜を見に行くように誘ってみてはどうか。 

Shibata Town 

Hi. Nice to meet you. My name is 〇〇.   Please call me 〇〇.   I will tell you about 

Shibata town. It is in the ①（    south    ）of Miyagi. It is ②（     famous    ） for 

cherry blossoms. ③（   Let’s    ）go to see them.                   

   Sakura Project           【Practice】  

 

【be動詞】 

is, am, are 

ものの状態や存在を表す。 

【一般動詞】 

like（好む） live（住む） go（行く） 

see（見る） have（持つ）   

基本的には動作を表す。     

 

 

★  

be famous for ～「～で有名である」 in the south of ～「～の南にある」 


