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  Hello! Everyone!! 今日は，『Let’s Talk⑨』に

ついて勉強しましょう。 

 １年生の教科書の１２２ページを開いてくだ

さい。次のページから，昨年度末に学習すること

ができなかった『Let’s Talk⑨ どうして好きな

の？』の学習プリントがあります。 

まずは，昨年度と同じように，ノートに予習を

しましょう。その後，プリントを使って，ポイン

ト文の確認，単語の意味確認と書き練習，教科書

のポイント確認，日本語訳の確認，ポイント文で

学習した新出表現を使った作文を行いましょう。 

穴うめになっている部分については，３枚目以

降に答えプリントがあります。 

プリントを準備することが難しい場合は，ノー

トに書きましょう。 

また，単語と本文の読みの動画もあるので，読

み方はそちらで確認してください。 

 

 

 



 
  

 

 
1 .POINT 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. New Words   意味を確認して，単語の練習をしよう。 

words meanings practice 

singer 歌手 
 

why なぜ 
 

because ～なので 
 

voice 声 
 

beautiful 美しい 
 

think 思う 
 

so そのように 
 

I think so. 私もそう思いま

す。 

 

borrow 借りる 
 

 

3. Reading p122    教科書を読んでポイントを確認しよう。 

Ken  What a lot of CDs! 

〈What＋(a,an)＋形容詞＋名詞！〉 なんて～！ 

Who’s your favorite singer? 

Who is の短縮形 

Emma  Ann.     I like her very much. 

Ken    Why do you like her? 

〈Why＋疑問文～？〉 

Emma Because her voice is beautiful. 

Ken I think so too. 

Can I borrow a CD? 

～してもいいですか。 

class    No.    Name                        

Let’s Talk⑨ どうして好きなの？ 

○「なぜ～ですか。」「なぜなら～だからです。」 

Ken   : (         ) do you like Ann?（なぜアンが好きなの？） 

Emma : (             ) her voice is beautiful.（彼女の声が美しいからよ。） 

※「なぜ～なのですか」と理由をたずねるときは，〈Why＋疑問文～？〉の形を使います。 

※理由を説明するときは、Because～.「なぜなら～」の文を使います。Why とセットで

使われることが多いです。 



Emma Sure. 

 
 
4. Reading p122②   ３.を参考に（   ）を埋めて，訳を確認しよう。 

Ken What a lot of CDs! 

Who’s your favorite singer? 

（             ）！ 

お気に入りの歌手はだれ？ 

Emma Ann.     I like her very much. アンよ。とっても好き。 

Ken Why do you like her? （    ）アンが好きなの？ 

Emma Because her voice is beautiful. 声がきれい（      ）。 

Ken I think so too. 

Can I borrow a CD? 

ぼくもそう思うよ。 

ＣＤを（         ）？ 

Emma Sure. もちろん。 
 
 

5.Write 例を参考にして Why，Because を使った会話文を書こう。 

 例          ①         ②          ③          

 

 

 

 

 

Ann /     basketball /           animals /      your grandmother / 

her voice is beautiful        it’s fun            they are cute      she is very kind 

例 Why do you like Ann? 

Because her voice is beautiful. 

①  

 

②  

 

③  
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2. New Words   意味を確認して，単語の練習をしよう。 

words meanings practice 

singer 歌手 
 

why なぜ 
 

because ～なので 
 

voice 声 
 

beautiful 美しい 
 

think 思う 
 

so そのように 
 

I think so. 私もそう思いま

す。 

 

borrow 借りる 
 

 

3. Reading p122    教科書を読んでポイントを確認しよう。 

 

Ken  What a lot of CDs! 

〈What＋(a,an)＋形容詞＋名詞！〉 なんて～！ 

Who’s your favorite singer? 

Who is の短縮形 

Emma  Ann.     I like her very much. 

Ken    Why do you like her? 

〈Why＋疑問文～？〉 

Emma Because her voice is beautiful. 

Ken I think so too. 

Can I borrow a CD? 

～してもいいですか。 

Class    No.    Name                        

Let’s Talk⑨ どうして好きなの？ 

○「なぜ～ですか。」「なぜなら～だからです。」 

Ken   : (    Why    ) do you like Ann?（なぜアンが好きなの？） 

Emma : (    Because      ) her voice is beautiful.（彼女の声が美しいからよ。） 

※「なぜ～なのですか」と理由をたずねるときは、〈Why＋疑問文～？〉の形を使います。 

※理由を説明するときは、Because～.「なぜなら～」の文を使います。Why とセットで

使われることが多いです。 

 



Emma Sure. 

 
 
4. Reading p122②   ３.を参考に（   ）を埋めて，訳を確認しよう。 
 

Ken What a lot of CDs! 

Who’s your favorite singer? 

（ なんてたくさんのＣＤ ）！ 

お気に入りの歌手はだれ？ 

Emma Ann.     I like her very much. アンよ。とっても好き。 

Ken Why do you like her? （ なぜ ）アンが好きなの？ 

Emma Because her voice is beautiful. 声がきれい（ だからよ ）。 

Ken I think so too. 

Can I borrow a CD? 

ぼくもそう思うよ。 

ＣＤを（ 借りてもいいかな ）？ 

Emma Sure. もちろん。 
 
 

5.Write 例を参考にして Why，Because を使った会話文を書こう。 

 

 例          ①         ②          ③          

 

 

 

 

 

Ann /     basketball /           animals /      your grandmother / 

her voice is beautiful        it’s fun            they are cute      she is very kind 

例 Why do you like Ann? 

Because her voice is beautiful. 

①  Why do you like basketball? 

  Because it’s fun. 

②  Why do you like animals? 

  Because they are cute. 

③  Why do you like your grandmother? 

  Because she is very kind. 


