
LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

43 I amI amI amI am ～....        
3 20 分 80 点 

点 

IIII(アイ) am am am am(アム) ～. は、「わたしは～です。」という いみです。  

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

カリー アンド ライス ケイク キャンディ パプコーン 

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

  
  

saladsaladsaladsalad    steaksteaksteaksteak    hamburgerhamburgerhamburgerhamburger    miso soupmiso soupmiso soupmiso soup    
miso soupmiso soupmiso soupmiso soup    saladsaladsaladsalad    steaksteaksteaksteak    hamburgerhamburgerhamburgerhamburger    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am Ken. am Ken. am Ken. am Ken.    ① IIII am Miyuki. am Miyuki. am Miyuki. am Miyuki. 
 

わたしはケンです。  わたしはみゆきです。 

② IIII am Namie. am Namie. am Namie. am Namie. ③ IIII am Nobuaki. am Nobuaki. am Nobuaki. am Nobuaki. 
 

わたしはなみえです。  わたしはのぶあきです。 

④ IIII am Honoka. am Honoka. am Honoka. am Honoka. ⑤ IIII am Ichiro. am Ichiro. am Ichiro. am Ichiro. 
 

わたしはほのかです。  わたしはいちろうです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ちひろ です。 ① わたしは えみ です。 

 

IIII am Chihiro. am Chihiro. am Chihiro. am Chihiro.        I am Emi.I am Emi.I am Emi.I am Emi.    
② わたしは しおり です。 ③ わたしは せいじ です。 

 

I am Shiori.I am Shiori.I am Shiori.I am Shiori.        I am Seiji.I am Seiji.I am Seiji.I am Seiji.    
④ わたしは ゆうすけ です。 ⑤ わたしは ゆうこ です。 

 

I am Yusuke.I am Yusuke.I am Yusuke.I am Yusuke.        I am Yuko.I am Yuko.I am Yuko.I am Yuko.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

44 I amI amI amI am from from from from ～....        
3 20 分 80 点 

点 

I amI amI amI am from from from from(フロム) ～. は、「わたしは～しゅっしんです。」という いみです。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

ケイク カリー アンド ライス パプコーン キャンディ 

cakecakecakecake    curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    popcornpopcornpopcornpopcorn    candycandycandycandy    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

サラダ ステーキ ハンバーガー みそしる 

  
  

mmmmaaaammmmaaaammmm    mmmmttttmmmmaaaammmm    mmmmaaaammmmburgeburgeburgeburgemmmm    mmmmisoisoisoiso    mmmmouououoummmm    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am from Shimane. am from Shimane. am from Shimane. am from Shimane.    ① IIII am from Akita. am from Akita. am from Akita. am from Akita. 
 

わたしはしまねしゅっしんです。  わたしはあきたしゅっしんです。 

② IIII am from Chiba. am from Chiba. am from Chiba. am from Chiba. ③ IIII am from Fukui. am from Fukui. am from Fukui. am from Fukui. 
 

わたしはちばしゅっしんです。  わたしはふくいしゅっしんです。 

④ IIII am Ayaka. am Ayaka. am Ayaka. am Ayaka. ⑤ IIII am Jiro. am Jiro. am Jiro. am Jiro. 
 

わたしはあやかです。  わたしはじろうです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは とうきょう しゅっしん です。 ① わたしは さいたま しゅっしん です。 

 

I amI amI amI am from Tokyo from Tokyo from Tokyo from Tokyo....        I am from Saitama.I am from Saitama.I am from Saitama.I am from Saitama.    
② わたしは おおさか しゅっしん です。 ③ わたしは ふくおか しゅっしん です。 

 

I am from Osaka.I am from Osaka.I am from Osaka.I am from Osaka.        I am from Fukuoka.I am from Fukuoka.I am from Fukuoka.I am from Fukuoka.    
④ わたしは よしの です。 ⑤ わたしは ひでみ です。 

 

I am Yoshino.I am Yoshino.I am Yoshino.I am Yoshino.        I am Hidemi.I am Hidemi.I am Hidemi.I am Hidemi.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

45 I am inI am inI am inI am in ～....        
3 20 分 80 点 

点 

I amI amI amI am in in in in(イン) ～. は、「わたしは～にいます。」という いみです。 

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

チョクレイト アイス クリーム レムン メルン 

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

    

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    
popcornpopcornpopcornpopcorn    curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am in Miyagi. am in Miyagi. am in Miyagi. am in Miyagi.    ① IIII am in Miyazaki. am in Miyazaki. am in Miyazaki. am in Miyazaki.    
 

わたしはみやぎにいます。  わたしはみやざきにいます。 

② IIII am in Wakayama. am in Wakayama. am in Wakayama. am in Wakayama.    ③ IIII am in Shiga. am in Shiga. am in Shiga. am in Shiga.    
 

わたしはわかやまにいます。  わたしはしがにいます。 

④ IIII am Takuya. am Takuya. am Takuya. am Takuya. ⑤ IIII am from Gunma. am from Gunma. am from Gunma. am from Gunma. 
 

わたしはたくやです。  わたしはぐんましゅっしんです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ながさきに います。 ① わたしは かながわに います。 

 

I am inI am inI am inI am in Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki.        I am in Kanagawa.I am in Kanagawa.I am in Kanagawa.I am in Kanagawa.    
② わたしは やまなしに います。 ③ わたしは とくしまに います。 

 

I am in Yamanashi.I am in Yamanashi.I am in Yamanashi.I am in Yamanashi.        I am in Tokushima.I am in Tokushima.I am in Tokushima.I am in Tokushima.    
④ わたしは はるか です。 ⑤ わたしは やまぐち しゅっしん です。 

 

I am Haruka.I am Haruka.I am Haruka.I am Haruka.        I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

46 I'mI'mI'mI'm ～....        
3 20 分 80 点 

点 

IIII a a a ammmm は I'mI'mI'mI'm(アイム)    と たんしゅく する ことが できます。 「''''」は たんしゅくの きごうです。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

アイス クリーム メルン レムン チョクレイト 

ice creamice creamice creamice cream    melonmelonmelonmelon    lemonlemonlemonlemon    chocolatechocolatechocolatechocolate    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

mmmmurry urry urry urry mmmmnd nd nd nd mmmm iceiceiceice    mmmmakakakakmmmm    mmmmaaaammmmddddmmmm    mmmmopopopopmmmmorororormmmm    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII'm Tsuyoshi.'m Tsuyoshi.'m Tsuyoshi.'m Tsuyoshi. ① IIII'm Junta.'m Junta.'m Junta.'m Junta. 
 

わたしはつよしです。  わたしはじゅんたです。 

② IIII'm from Saga.'m from Saga.'m from Saga.'m from Saga. ③ IIII'm from Kagawa.'m from Kagawa.'m from Kagawa.'m from Kagawa. 
 

わたしはさがしゅっしんです。  わたしはかがわしゅっしんです。 

④ IIII'm in Kagoshima.'m in Kagoshima.'m in Kagoshima.'m in Kagoshima. ⑤ IIII'm in Ishikawa.'m in Ishikawa.'m in Ishikawa.'m in Ishikawa. 
 

わたしはかごしまにいます。  わたしはいしかわにいます。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ちなつ です。 ① わたしは しゅんすけ です。 

 

I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.        I'm Shunsuke.I'm Shunsuke.I'm Shunsuke.I'm Shunsuke.    
② わたしは おおいた しゅっしん です。 ③ わたしは おかやま しゅっしん です。 

 

I'm from Oita.I'm from Oita.I'm from Oita.I'm from Oita.        I'm from Okayama.I'm from Okayama.I'm from Okayama.I'm from Okayama.    
④ わたしは いばらきに います。 ⑤ わたしは みえに います。 

 

I'm in Ibaraki.I'm in Ibaraki.I'm in Ibaraki.I'm in Ibaraki.        I'm in Mie.I'm in Mie.I'm in Mie.I'm in Mie.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

47 YouYouYouYou a a a arererere ～....     
3 20 分 80 点 

点 

YouYouYouYou(ユー) a a a arererere(アー) ～. は、「あなたは～です。」という いみです。 

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

オレンジ バナナ もも りんご 

    

オーレンジ バナーナ ピーチ アポー 

orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    peachpeachpeachpeach    appleappleappleapple    

orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    peachpeachpeachpeach    appleappleappleapple    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

    

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    
melonmelonmelonmelon    chocolatechocolatechocolatechocolate    lemonlemonlemonlemon    ice creamice creamice creamice cream    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 You are Natsuki.You are Natsuki.You are Natsuki.You are Natsuki.    ① You are Shinji.You are Shinji.You are Shinji.You are Shinji. 
 

あなたはなつきです。  あなたはしんじです。 

② You are from Iwate.You are from Iwate.You are from Iwate.You are from Iwate. ③ You are in Ehime.You are in Ehime.You are in Ehime.You are in Ehime. 
 

あなたはいわてしゅっしんです。  あなたはえひめにいます。 

④ IIII'm Shinya.'m Shinya.'m Shinya.'m Shinya. ⑤ IIII'm from Toyama.'m from Toyama.'m from Toyama.'m from Toyama. 
 

わたしはしんやです。  わたしはとやましゅっしんです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 あなたは たつや です。 ① あなたは かな です。 

 

You are TatsuyaYou are TatsuyaYou are TatsuyaYou are Tatsuya....        You are Kana.You are Kana.You are Kana.You are Kana.    
② あなたは みやざき しゅっしん です。 ③ あなたは ならに います。 

 

You are from Miyazaki.You are from Miyazaki.You are from Miyazaki.You are from Miyazaki.        You are in Nara.You are in Nara.You are in Nara.You are in Nara.    
④ わたしは ゆか です。 ⑤ わたしは きょうとに います。 

 

I'm Yuka.I'm Yuka.I'm Yuka.I'm Yuka.        I am in Kyoto.I am in Kyoto.I am in Kyoto.I am in Kyoto.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

48 You'reYou'reYou'reYou're ～....        
3 20 分 80 点 

点 

YouYouYouYou a a a arererere は You'reYou'reYou'reYou're(ユア) と たんしゅくする ことが できます。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

オレンジ バナナ もも りんご 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

ピーチ オーレンジ バナーナ アポー 

peachpeachpeachpeach    orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    appleappleappleapple    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

mmmmhohohohommmmololololmmmmtetetete    mmmmce cce cce cce cmmmmeeeemmmmmmmm    mmmmeeeemmmmoooommmm    mmmmeeeemmmmoooommmm    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 You're Tetsuya.You're Tetsuya.You're Tetsuya.You're Tetsuya.    ① You're Makoto.You're Makoto.You're Makoto.You're Makoto.    
 

あなたはてつやです。  あなたはまことです。 

② You're from Akita.You're from Akita.You're from Akita.You're from Akita.    ③ You're from Chiba.You're from Chiba.You're from Chiba.You're from Chiba.    
 

あなたはあきたしゅっしんです。  あなたはちばしゅっしんです。 

④ You're in Yamagata.You're in Yamagata.You're in Yamagata.You're in Yamagata.    ⑤ You're in Niigata.You're in Niigata.You're in Niigata.You're in Niigata.    
 

あなたはやまがたにいます。  あなたはにいがたにいます。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 あなたは つばさ です。 ① あなたは ひとみ です。 

 

You'You'You'You're Tsubasare Tsubasare Tsubasare Tsubasa....        You're Hitomi.You're Hitomi.You're Hitomi.You're Hitomi.    
② あなたは とっとり しゅっしん です。 ③ あなたは ふくおか しゅっしん です。 

 

You're from Tottori.You're from Tottori.You're from Tottori.You're from Tottori.        You're from Fukuoka.You're from Fukuoka.You're from Fukuoka.You're from Fukuoka.    
④ あなたは なごやに います。 ⑤ あなたは こうべに います。 

 

You're in Nagoya.You're in Nagoya.You're in Nagoya.You're in Nagoya.        You're in Kobe.You're in Kobe.You're in Kobe.You're in Kobe.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

43 I amI amI amI am ～....        
3 20 分 80 点 

点 

IIII(アイ) am am am am(アム) ～. は、「わたしは～です。」という いみです。  

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

カリー アンド ライス ケイク キャンディ パプコーン 

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

  
  

saladsaladsaladsalad    steaksteaksteaksteak    hamburgerhamburgerhamburgerhamburger    miso soupmiso soupmiso soupmiso soup    
miso soupmiso soupmiso soupmiso soup    saladsaladsaladsalad    steaksteaksteaksteak    hamburgerhamburgerhamburgerhamburger    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am Ken. am Ken. am Ken. am Ken.    ① IIII am Miyuki. am Miyuki. am Miyuki. am Miyuki. 
 

わたしはケンです。  わたしはみゆきです。 

② IIII am Namie. am Namie. am Namie. am Namie. ③ IIII am Nobuaki. am Nobuaki. am Nobuaki. am Nobuaki. 
 

わたしはなみえです。  わたしはのぶあきです。 

④ IIII am Honoka. am Honoka. am Honoka. am Honoka. ⑤ IIII am Ichiro. am Ichiro. am Ichiro. am Ichiro. 
 

わたしはほのかです。  わたしはいちろうです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ちひろ です。 ① わたしは えみ です。 

 

I am Chihiro.I am Chihiro.I am Chihiro.I am Chihiro.        I am Emi.I am Emi.I am Emi.I am Emi.    
② わたしは しおり です。 ③ わたしは せいじ です。 

 

I am Shiori.I am Shiori.I am Shiori.I am Shiori.        I am Seiji.I am Seiji.I am Seiji.I am Seiji.    
④ わたしは ゆうすけ です。 ⑤ わたしは ゆうこ です。 

 

I am Yusuke.I am Yusuke.I am Yusuke.I am Yusuke.        I am Yuko.I am Yuko.I am Yuko.I am Yuko.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

44 I amI amI amI am from from from from ～....        
3 20 分 80 点 

点 

I amI amI amI am from from from from(フロム) ～. は、「わたしは～しゅっしんです。」という いみです。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

ケイク カリー アンド ライス パプコーン キャンディ 

cakecakecakecake    curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    popcornpopcornpopcornpopcorn    candycandycandycandy    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

サラダ ステーキ ハンバーガー みそしる 

  
  

ssssaaaallllaaaadddd    sssstttteeeeaaaakkkk    hhhhaaaammmmburgeburgeburgeburgerrrr    mmmmisoisoisoiso    ssssououououpppp    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am from Shimane. am from Shimane. am from Shimane. am from Shimane.    ① IIII am from Akita. am from Akita. am from Akita. am from Akita. 
 

わたしはしまねしゅっしんです。  わたしはあきたしゅっしんです。 

② IIII am from Chiba. am from Chiba. am from Chiba. am from Chiba. ③ IIII am from Fukui. am from Fukui. am from Fukui. am from Fukui. 
 

わたしはちばしゅっしんです。  わたしはふくいしゅっしんです。 

④ IIII am Ayaka. am Ayaka. am Ayaka. am Ayaka. ⑤ IIII am Jiro. am Jiro. am Jiro. am Jiro. 
 

わたしはあやかです。  わたしはじろうです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは とうきょう しゅっしん です。 ① わたしは さいたま しゅっしん です。 

 

I amI amI amI am from Tokyo from Tokyo from Tokyo from Tokyo....        I am from I am from I am from I am from SaitamaSaitamaSaitamaSaitama....    
② わたしは おおさか しゅっしん です。 ③ わたしは ふくおか しゅっしん です。 

 

I am from I am from I am from I am from OsakaOsakaOsakaOsaka....        I am from I am from I am from I am from FukuokaFukuokaFukuokaFukuoka....    
④ わたしは よしの です。 ⑤ わたしは ひでみ です。 

 

I amI amI amI am Yoshino Yoshino Yoshino Yoshino....        I amI amI amI am Hidemi Hidemi Hidemi Hidemi....    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

45 I am inI am inI am inI am in ～....        
3 20 分 80 点 

点 

I amI amI amI am in in in in(イン) ～. は、「わたしは～にいます。」という いみです。 

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

チョクレイト アイス クリーム レムン メルン 

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

    

curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    popcornpopcornpopcornpopcorn    
popcornpopcornpopcornpopcorn    curry and ricecurry and ricecurry and ricecurry and rice    cakecakecakecake    candycandycandycandy    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII am in Miyagi. am in Miyagi. am in Miyagi. am in Miyagi.    ① IIII am in Mi am in Mi am in Mi am in Miyazaki.yazaki.yazaki.yazaki.    
 

わたしはみやぎにいます。  わたしはみやざきにいます。 

② IIII am in Wakayama. am in Wakayama. am in Wakayama. am in Wakayama.    ③ IIII am in Shiga. am in Shiga. am in Shiga. am in Shiga.    
 

わたしはわかやまにいます。  わたしはしがにいます。 

④ IIII am Takuya. am Takuya. am Takuya. am Takuya. ⑤ IIII am from Gunma. am from Gunma. am from Gunma. am from Gunma. 
 

わたしはたくやです。  わたしはぐんましゅっしんです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ながさきに います。 ① わたしは かながわに います。 

 

I am inI am inI am inI am in Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki.        I am inI am inI am inI am in Kanagawa. Kanagawa. Kanagawa. Kanagawa.    
② わたしは やまなしに います。 ③ わたしは とくしまに います。 

 

I am inI am inI am inI am in Yamanashi. Yamanashi. Yamanashi. Yamanashi.        I am inI am inI am inI am in Tokushima. Tokushima. Tokushima. Tokushima.    
④ わたしは はるか です。 ⑤ わたしは やまぐち しゅっしん です。 

 

I am Haruka.I am Haruka.I am Haruka.I am Haruka.        I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.I am from Yamaguchi.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

46 I'mI'mI'mI'm ～....        
3 20 分 80 点 

点 

IIII a a a ammmm は I'mI'mI'mI'm(アイム)    と たんしゅく する ことが できます。 「''''」は たんしゅくの きごうです。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

アイス クリーム メルン レムン チョクレイト 

ice creamice creamice creamice cream    melonmelonmelonmelon    lemonlemonlemonlemon    chocolatechocolatechocolatechocolate    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

カレーライス ケーキ キャンディー ポップコーン 

    

ccccurry urry urry urry aaaand nd nd nd rrrr iceiceiceice    ccccakakakakeeee    ccccaaaannnnddddyyyy    ppppopopopopccccorororornnnn    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 IIII'm Tsuyoshi.'m Tsuyoshi.'m Tsuyoshi.'m Tsuyoshi. ① IIII'm Junta.'m Junta.'m Junta.'m Junta. 
 

わたしはつよしです。  わたしはじゅんたです。 

② IIII'm from Saga.'m from Saga.'m from Saga.'m from Saga. ③ IIII'm from Kagawa.'m from Kagawa.'m from Kagawa.'m from Kagawa. 
 

わたしはさがしゅっしんです。  わたしはかがわしゅっしんです。 

④ IIII'm in Kagoshima.'m in Kagoshima.'m in Kagoshima.'m in Kagoshima. ⑤ IIII'm in Ishikawa.'m in Ishikawa.'m in Ishikawa.'m in Ishikawa. 
 

わたしはかごしまにいます。  わたしはいしかわにいます。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 わたしは ちなつ です。 ① わたしは しゅんすけ です。 

 

I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.I'm Chinatsu.        I'mI'mI'mI'm Shunsuke. Shunsuke. Shunsuke. Shunsuke.    
② わたしは おおいた しゅっしん です。 ③ わたしは おかやま しゅっしん です。 

 

I'mI'mI'mI'm from Oita. from Oita. from Oita. from Oita.        I'mI'mI'mI'm from Okayama. from Okayama. from Okayama. from Okayama.    
④ わたしは いばらきに います。 ⑤ わたしは みえに います。 

 

I'mI'mI'mI'm in Ibaraki. in Ibaraki. in Ibaraki. in Ibaraki.        I'mI'mI'mI'm in Mie. in Mie. in Mie. in Mie.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

47 YouYouYouYou a a a arererere ～....     
3 20 分 80 点 

点 

YouYouYouYou(ユー) a a a arererere(アー) ～. は、「あなたは～です。」という いみです。 

えいごを きれいに なぞって かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

オレンジ バナナ もも りんご 

    

オーレンジ バナーナ ピーチ アポー 

orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    peachpeachpeachpeach    appleappleappleapple    

orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    peachpeachpeachpeach    appleappleappleapple    
えに あう えいごを したから えらんで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

    

chocolatechocolatechocolatechocolate    ice creamice creamice creamice cream    lemonlemonlemonlemon    melonmelonmelonmelon    
melonmelonmelonmelon    chocolatechocolatechocolatechocolate    lemonlemonlemonlemon    ice creamice creamice creamice cream    

えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 You are Natsuki.You are Natsuki.You are Natsuki.You are Natsuki.    ① You are Shinji.You are Shinji.You are Shinji.You are Shinji. 
 

あなたはなつきです。  あなたはしんじです。 

② You are from Iwate.You are from Iwate.You are from Iwate.You are from Iwate. ③ You are in Ehime.You are in Ehime.You are in Ehime.You are in Ehime. 
 

あなたはいわてしゅっしんです。  あなたはえひめにいます。 

④ IIII'm Shinya.'m Shinya.'m Shinya.'m Shinya. ⑤ IIII'm from Toyama.'m from Toyama.'m from Toyama.'m from Toyama. 
 

わたしはしんやです。  わたしはとやましゅっしんです。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 あなたは たつや です。 ① あなたは かな です。 

 

You are TatsuyaYou are TatsuyaYou are TatsuyaYou are Tatsuya....        You are KanaYou are KanaYou are KanaYou are Kana....    
② あなたは みやざき しゅっしん です。 ③ あなたは ならに います。 

 

You are from MiyazakiYou are from MiyazakiYou are from MiyazakiYou are from Miyazaki....        You are in NaraYou are in NaraYou are in NaraYou are in Nara....    
④ わたしは ゆか です。 ⑤ わたしは きょうとに います。 

 

I'I'I'I'm Yuka.m Yuka.m Yuka.m Yuka.        I am in Kyoto.I am in Kyoto.I am in Kyoto.I am in Kyoto.    



LEVELLEVELLEVELLEVEL    制限時間 合格点 

48 You'reYou'reYou'reYou're ～....        
3 20 分 80 点 

点 

YouYouYouYou a a a arererere は You'reYou'reYou'reYou're(ユア) と たんしゅくする ことが できます。 

えと えいごを せんで むすびましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

オレンジ バナナ もも りんご 

    

・ ・ ・ ・ 

    

・ ・ ・ ・ 

ピーチ オーレンジ バナーナ アポー 

peachpeachpeachpeach    orangeorangeorangeorange    bananabananabananabanana    appleappleappleapple    

えいごで かきましょう。(5 点×4 問＝20 点) 

チョコレート アイスクリーム レモン メロン 

    

cccchohohohoccccololololaaaatetetete    iiiice cce cce cce crrrreeeeaaaammmm    lllleeeemmmmoooonnnn    mmmmeeeelllloooonnnn    
えいごを にほんごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 You're Tetsuya.You're Tetsuya.You're Tetsuya.You're Tetsuya.    ① You're Makoto.You're Makoto.You're Makoto.You're Makoto.    
 

あなたはてつやです。  あなたはまことです。 

② You're from Akita.You're from Akita.You're from Akita.You're from Akita.    ③ You're from Chiba.You're from Chiba.You're from Chiba.You're from Chiba.    
 

あなたはあきたしゅっしんです。  あなたはちばしゅっしんです。 

④ You're in Yamagata.You're in Yamagata.You're in Yamagata.You're in Yamagata.    ⑤ You're in Niigata.You're in Niigata.You're in Niigata.You're in Niigata.    
 

あなたはやまがたにいます。  あなたはにいがたにいます。 

にほんごを えいごに しましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 あなたは つばさ です。 ① あなたは ひとみ です。 

 

You'You'You'You're Tsubasare Tsubasare Tsubasare Tsubasa....        You're HitomiYou're HitomiYou're HitomiYou're Hitomi....    
② あなたは とっとり しゅっしん です。 ③ あなたは ふくおか しゅっしん です。 

 

You're from TottoriYou're from TottoriYou're from TottoriYou're from Tottori....        You're from FukuokaYou're from FukuokaYou're from FukuokaYou're from Fukuoka....    
④ あなたは なごやに います。 ⑤ あなたは こうべに います。 

 

You're in NagoyaYou're in NagoyaYou're in NagoyaYou're in Nagoya....        You're in KobeYou're in KobeYou're in KobeYou're in Kobe....    


