
好きな季節について，好きな理由をたずねたり答えたりできるようになろう。
季節，年中行事を表すことばを覚えよう。

　 　下の英文を参考にして，左の単語の中から自分の好きな季節を 1つ
選んで，「わたしは～が好きです。」と声に出して言おう。

　例　∞ like spring.　　　　わたしは春が好きです。
  I likeのあとに好きな季節を続けよう。

　 　次の日本文に合う英文になるように，うすい字をなぞり，　　　に
あてはまる語を書こう。

□⑴　あなたはなぜ秋が好きなのですか。

 do you like fall?

□⑵　秋にはお月見（otsukimi）があるからです。

We have otsukimi in  .

1

2

Why

fall

１　● 「あなたはなぜ冬が好きなのですか。」とたずねるときは，Why do you like winter?と
言います。Whyは「なぜ」という意味です。文の最後は下げ調子（ ）で読みましょう。

２　● 答えるときは，冬が好きな理由を具体的に答えます。「冬には」と言うときは，in winter
と inを使います。

３　●  winterを別の季節に変えると，別の季節が好きな理由をたずねることができます。
　　　例　Why do you like summer? 「あなたはなぜ夏が好きなのですか。」
　　　　　― We can swim in summer.　「夏には泳ぐことができるからです。」

　音声を聞いて意味を確
かく

認
にん

しよう。もう一度聞いたあと，続けて言ってみよう。

Why do you like winter? あなたはなぜ冬が好きなのですか。

― We have New Years Day in winter. 冬には元日があるからです。

単語の発音を１語ずつ聞いて，

あとに続けて言ってみよう。

●季節
□ season　季節

□ spring　春

□ summer　夏

□ fall　秋

□winter　冬

●年中行事
□New Year's Day　元日

□Dolls' Festival　ひな祭り

□Children's Day　

　こどもの日

□ Star Festival　七夕

□Halloween　ハロウィーン

□Christmas　クリスマス

□New Year's Eve　

　大みそか
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　 　まず相手に好きな季節を日本語で聞こう。そのあと，下の対話文を参考にして，相手にその季節
が好きな理由を英語でたずねよう。たずねられた人は，その季節が好きな理由を英語で答えよう。
対話が終わったら，立場を変えて練習しよう。

　例　A : Why do you like spring?
　　　B : We have Children's Day in spring. 

　 　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の単語を並
なら

べかえて書こう。書き終わったら，英
文を声に出して読もう。
□⑴　あなたはなぜ夏が好きなのですか。　( you / do / summer / Why / like )?

 

□⑵　夏には七夕があるからです。　( have / We / Star Festival / summer / in ).

 

　 　 マイク（Mike）がはるな（Haruna）に，好きな季節，その季節が好きな理由についてたずねて
います。この対話文の内

ない

容
よう

を日本語で確認しよう。そのあとで，マイクとはるなになったつもりで，
対話の練習をしよう。

Mike ：What season do you like?
Haruna ：∞ like winter.
Mike ：Why do you like winter?
Haruna ：We have Christmas in winter.

　 　相手が下の絵の人物だと考えて，相手にその季節が好きな理由を英語でたずねよう。たずねられ
た人は，絵の人物になったつもりで，「～には…があるからです。」と英語で答えよう。対話が終わっ
たら，立場を変えて練習しよう。
　 ⑴ 　 ⑵ 　

1

2

?

.

3

4

なおと（Naoto）

◎好きな季節…春
◎好きな理由…花見
(hanami)があるから。

エマ（Emma）

◎好きな季節…秋
◎好きな理由…ハロウィー
ン（Halloween）があるから。

まず⑴を練習しよう。
⑴が終わったら，
かならず⑵も練習
しよう。
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　 　 ひろし（Hiroshi），まき（Maki），ジョン（John）の 3人が，好きな季節について，その季節が
好きな理由を聞かれています。その理由に合う絵に○をつけよう。そのあとで，ひろし，まき，ジョ
ンになったつもりで，3人が答えた英文を声に出して言おう。

□⑴　Hiroshi　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑵　Maki　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑶　John　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 対話の音声を聞いて，それぞれの問いに日本語で答えよう。

□⑴　ゆき（Yuki）とポール（Paul）が好きな季節はいつですか。
 ゆき ポール

□⑵　たけし（Takeshi）は冬が好きです。その理由は何ですか。

　　　
□⑶　この対話は，だれがだれの家をおとずれたときのものですか。

　　　
□⑷ 　けんた（Kenta）は，大みそかの日付を答えたあと，大みそかにすることを話しています。けん

たは，大みそかに，だれとどんなことをしますか。

　　　

1

ア　［　　　］ イ　［　　　］ ウ　［　　　］

ア　［　　　］ イ　［　　　］ ウ　［　　　］

ア　［　　　］ イ　［　　　］ ウ　［　　　］

2
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音声を聞いて，それぞれの問
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ウ

ア　［ 　　　
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イ　イ　［　　　］　　　　　



　 　 ジュディ（Judy）とりく（Riku）との対話文を読んで，それぞれの問いに答えよう。

Judy ：∞ like summer.
Riku ：Why do you like summer?
Judy ：We can swim in summer.  What season do you like, Riku?
Riku ：∞ like winter.
Judy ：Really?  Why do you like winter?
Riku ：We have New Year's Day in winter.

□⑴ 　ジュディが好きな季節と，その季節が好きな理由を日本語で答えよう。

　　　

好きな季節 その季節が好きな理由

　⑵ 　あなたがりくになったつもりで，次の 2つの問いに英語で答えよう。
　□①　What season do you like?

 

　□②　Why do you like winter?

 

　 　ペアになって，まず，たがいに好きな季節を日本語で確認しよう。そのあとで，相手に「あなた
はなぜ～が好きなのですか。」と，その季節が好きな理由を英語でたずねよう。たずねられた人は，
その季節が好きな理由を英語で答えよう。それができたら，こんどは立場を変えて練習しよう。

3

4

□ 1　 P.78の「基本文」と「単語」の音声を聞き，声に出して練習しよう。
□ 2　 P.78の「単語」を使い，好きな季節やその季節が好きな理由を相手とたずね合おう。
□ 3　 P.80の大問 1，2で聞き取れなかったものがあれば，もう一度聞きなおそう。わからなかっ

た場合は，「答えとてびき」にある台本を確認して，聞き取れるようになるまで練習しよう。
□ 4　 P.79の大問 3，P.81の大問 3の対話文の意味を確認しよう。音声を参考にし，対話文を

スラスラ言えるようになるまで音読の練習をしよう。
□ 5　 P.78の「基本文」と「単語」を書けるように練習しよう。
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終わったら，□にチェック　を入れよう。

て，まず，たがいに好きな季節を日本語で確認しよう。そのあ
～が好きなのですか。」と，その季節が好きな理由を英語でた
節が好きな理由を英語で答えよう。それができたら，こ

答えよ
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がいに好きな季節を日本語で確認し好きな季節を日本語で確認
ですか。」と，その季節が好きな理由すか。」と，その季節が好き
理由を英語で答えよう。それがで由を英語で答えよう。そ
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