
 

２年英語 ４月臨時休校課題 
 
 

第３回目 ４月２７日（月） 
 

暗唱・暗写 
 

提出なし 
評価・評定にも入れません 



 

自主学習ノートの使い方 
英語の学習の流れ（イメージ） 

 

        理解 ⇔ 習熟 ⇒ 応用 

         （暗記） 
 
〇教科書 

音読する → 読みながら模写する → 日本語訳を書く → 文法内容などチェックする → 暗唱、模写や暗唱をする（量をこなす） 

  理                                               暗 

〇語順ドリル、エイゴラボ 

問題の解き直し → 答えあわせ → 間違いの確認・理由の判明 → 再度解き直し（２～３回ぐらい） 

  理                                  

〇すらすら英会話 

音読する → 読みながら模写する → 日本語訳を書く → 読みながら模写する → オリジナルの答えを書く → オリジナルの質問を 

  理                                           習 

〇T＆T 

音読する → 例文を読みながら模写する → ６つの課題を書く → 答え合わせ → カードをもらう → 練習する → 口頭テスト 

  理                                                  暗       習                          

〇単語 

 音読する → 言いながら書く（何度も） → 定期的に確認テストをする → 間違いを書く（何度も） → 次に進む  

  理         暗 

〇その他 

 文法のまとめを書く  好きな曲を書く  好きな言葉、名言を書く  オリジナルの会話、文章を書く  NHK「基礎英語」の内容を書く 

  理            理          理             応               理暗 

自由に考えて活用しよう！ 

２年生の頭から、「書き」のトレーニングが始まります。きれいに丁寧に、速く！書けることは大切な力です。量をこなすこと。 

今のうちに、１年生の学習内容を固めておきましょう。英語はどれぐらい努力を積み重ねたという「事実」がものをいいますよ。 

また、自分で進んで学習する姿勢というものが、今後一層重視されていきます。成績においても、これからの自分の生き方としても。 

この臨時休業中を、自分にとってプラスにできる最適なタイミングと捉えたいですね。ファイト！！ 



 

暗唱・暗写のやり方 
 

暗唱…教科書を見ずに、本文を読むことができる。 

暗写…教科書を見ずに、本文を書くことができる。 

 

いきなり暗唱・暗写は難しい…という人へ【暗唱・暗写までのスモールステップ】 

次のページからの、英日対比表を参考にしてください。 

以下の活動ができます。 

・英語を見て、日本語に訳してみる。 

・日本語を見て、英語で言ってみる。 

・日本語を見て、英語を書いてみる。 

・英語を聞いて、日本語に訳してみる。 

・日本語を聞いて、英語で言ってみる。 

・日本語を聞いて、英語で書いてみる。 

 

※読める ⇒ 書ける の流れは変わりません。 
 

【発展】 

教科書本文の内容を参考にして、自分でオリジナルの会話（スキット）を作ってみよう。 

自分が作ることができるページからでかまいません。 

 
 



 

Lesson1-1 P21 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson1-2 P23 

 

 

 

 

 

 

Lesson1-3 P25 

 

 

 

 

 

 

Lesson2-1 P29 

 

 

 

 

 

 

Emma: Hi. I'm Emma. You are Ken. Right? 

Ken: Right. Are you from Australia? 

Emma: Yes, I am. 

Ken: Are you from Sydney? 

Emma: No, I'm not. I'm from Canberra. 

久美：こんにちは。田中久美です。 

ポール：え，何て言ったの？ 

久美：久美。K, U, M, I。 

ポール：久美。ぼくはポール。ポール・グリーンです。 

久美：会えてうれしいわ，ポール。 

ポール：ぼくも会えてうれしいよ，久美。 

Kumi: Hello. I am Tanaka Kumi. 

Paul: Pardon? 

Kumi: Kumi. K-U-M-I. 

Paul: Kumi. I am Paul. Paul Green. 

Kumi: Nice to meet you, Paul. 

Paul: Nice to meet you too, Kumi. 

エマ：こんにちは。私はエマです。あなたは健でしょう？ 

健：そのとおりです。あなたはオーストラリアから来たのですか。 

エマ：はい，そうです。 

健：シドニーから来たのですか。 

エマ：いいえ，ちがいます。私はキャンベラから来ました。 

Ken: I'm tired. Are you?  

Meiling: No. I'm not tired. But I'm hot. 

Ken: Really? Here you are. 

Meiling: Thank you. 

Ken: You're welcome. 

健：ぼくは疲れました。あなたはどうですか。 

メイリン：いいえ，私は疲れていません。でも，暑いです。 

健：本当ですか。はい，どうぞ。 

メイリン：ありがとう。 

健：どういたしまして。 

Ken: This is a fox. It is from Hokkaido. 

Ms Brown: Is that a hawk? 

Ken: No, it is not. It is an owl. 

Ms Brown: Is it from Hokkaido too? 

Ken: Yes, it is. 

健：これはキツネです。北海道に生息するキツネ［北海道生まれ］です。 

ブラウン先生：あれはタカですか。 

健：いいえ，ちがいます。それはフクロウです。 

ブラウン先生：それ［フクロウ］も北海道に生息するのですか。 

健：はい，そうです。 



 

Lesson2-2 P31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson2-3 P33 

 

 

 

 

 

 

Lesson3-1 P37 

 

 

 

 

 

 

Lesson3-2 P39 

 

 

 

 

 

Meiling: That is Kumi. She is good at kendo.  

Ms Brown: Is she your friend? 

Meiling: Yes, she is. That is Mr Sato. 

Ms Brown: Is he a PE teacher? 

Meiling: No, he isn't. He is a math teacher. 

ブラウン先生：これは何ですか。 

健：それは硬貨です。 

ブラウン先生：本当に？ 

健：はい。それはとても古いです。 

ブラウン先生：あれは何ですか。 

健：古いカレンダーです。 

ブラウン先生：カレンダー？おもしろいですね。 

Ms Brown: What is this? 

Ken: It's a coin. 

Ms Brown: Really? 

Ken: Yes. It's very old. 

Ms Brown: What is that? 

Ken: It's an old calendar.  

Ms Brown: A calendar? It's interesting. 

メイリン：あちらは久美です。彼女は剣道が上手です。 

ブラウン先生：彼女はあなたの友達ですか。 

メイリン：はい，そうです。あちらは佐藤先生です。 

ブラウン先生：彼は体育の先生ですか。 

メイリン：いいえ，ちがいます。彼は数学の先生です。 

 

I have a ball in my bag. 

This is the ball.  

It is for soccer. 

I like soccer very much.  

I play it at school every day. 

ぼくは，ぼくのカバンの中にボールを 1 つ持っています。 

これがそのボールです。 

これはサッカーのボールです。 

ぼくはサッカーがとても好きです。 

ぼくは毎日学校でサッカーをします。 

 

Kumi: Do you like music?  

Paul: Yes, I do. I like rock.  

Kumi: Really? Do you play the guitar?  

Paul: No. I don't play the guitar. I sing. 

 

久美：あなたは音楽が好きですか。 

ポール：はい，好きです。ぼくはロックが好きです。 

久美：ほんと？ あなたはギターを弾きますか。 

ポール：いいえ，弾きません。ぼくは歌います。 

 



 

Lesson3-3 P41 

 

 

 

 

 

 

Lesson4-1 P50 

 

 

 

 

 

 

Lesson4-2 P52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson4-3 P54 

 

 

 

 

 

Ken: I'm hungry.  

Meiling: Me too. What do you have? 

Ken: I have four rice balls and some grapes.  

Meiling: I have two sandwiches and an orange. 

Ken: Now we are ready for lunch. 

健：あなたは手に何を持っているのですか。 

エマ：私はお弁当の本を持っています。 

私は日本食がとても好きです。 

健：あなたはどんな食べ物が好きですか。 

エマ：私はだし巻きが好きです。私は時々家族のためにそれを作ります。 

 

Ken: What do you have in your hand?  

Emma: I have a book about bento.  

I like Japanese food very much. 

Ken: What food do you like?  

Emma: I like dashimaki. I sometimes cook it for my family. 

健：お腹が空きました。 

メイリン：私もです。あなたは何を持っていますか。 

健：おにぎり４個とぶどうが何粒かです。 

メイリン：私はサンドイッチが２つとオレンジが１つです。 

健：さあ，お昼ごはんの用意ができましたね。 

 

Ken: Do you see any birds? 

Emma: Yes, I do. 

Ken: How many birds do you see? 

Emma: I see six birds. They are cute.  

Ken: Anything else?  

Emma: Yes. I see some plastic bags. 

Ken: Oh. 

 

健：鳥が何羽か見えますか。 

エマ：はい，見えます。 

健：何羽見えますか。 

エマ：6 羽見えます。かわいいです。 

健：他には何か（見えますか）？ 

エマ：はい。ビニール袋がいくつか見えますね。 

健：あ～。 

 

Kumi: Look at this flower.  

Paul: Oh. Let's take it home.  

Kumi: Stop.  

Paul: What?  

Kumi: Don't pick it. Be kind to nature.  

Paul: I see. Let's take a picture. 

久美：この花を見てください。 

ポール：おお。うちに持って帰りましょう。 

久美：やめてください。 

ポール：何ですか。 

久美：摘んではいけません。自然に優しくしてください。 

ポール：わかりました。写真を撮りましょう。 

 

 



 

Lesson5-1 P60 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson5-2 P62 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson5-3 P64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raj: Who's that man? I don't know him. 

Meiling: He's Mr Yoshida, our music teacher. 

Raj: I see.  

Meiling: Do you know the woman behind him?  

Raj: Yes, I know her. She's Ms Brown. 

Meiling: Right. 

メイリン：こんにちは，丘先生。今日はご機嫌いかがですか。 

丘先生：元気です。ありがとう。 

メイリン：あの男子はだれですか。 

丘先生：彼はあなたがたの新しいクラスメートです。彼の名前はラー

ジ・シュクラです。 

メイリン：彼の出身はどこですか。 

丘先生：インドです。 

 

Meiling: Hello, Mr Oka. How are you today? 

Mr Oka: Fine, thank you. 

Meiling: Who is that boy? 

Mr Oka: He's your new classmate. His name is Raj Shukla. 

Meiling: Where is he from? 

Mr Oka: He is from India. 

 

ラージ：あの男性はだれですか。ぼくは彼を知りません。 

メイリン：彼は吉田先生で，私たちの音楽の先生です。 

ラージ：わかりました。 

メイリン：吉田先生の後ろにいる女性を知っていますか。 

ラージ：はい，知っています。ブラウン先生です。 

メイリン：そのとおりです。 

 

Raj: Is that a flute?  

Emma: Yes, I'm in the music club.  

Raj: Nice. When do you practice?  

Emma: We always practice on Tuesdays and Thursdays.  

Raj: Where do you practice? 

Emma: Usually in the music room. Come and join us. 

 

ラージ：それはフルートですか。 

エマ：はい，私は音楽部に入っています。 

ラージ：いいですね。いつ練習するのですか。 

エマ：いつも火曜日と木曜日に練習します。 

ラージ：どこで練習するのですか。 

エマ：たいてい音楽室です。来て，参加してください。 

 



 

Lesson6-1 P70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson6-2 P72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson6-3 P74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms Brown: This is my brother, Peter.  

Ken: What's in his hand?  

Ms Brown: A cricket bat. It's like a baseball bat.  

Ken: Does he play cricket?  

Ms Brown: Yes, he does. It's popular in my country.  

Ken: Does he play baseball too? 

Ms Brown: No, he doesn't. 

こちらは私の両親です。 

彼らはスコットランド出身です。 

今はロンドンに住んでいます。 

父はタクシーを運転しています。 

そこのすべての通りを知っています。 

母は美術を教えています。 

あれらは母の絵です。 

These are my parents.  

They are from Scotland.  

They live in London now. 

My father drives a taxi.  

He knows every street there. 

My mother teaches art.  

Those are her pictures. 

ブラウン先生：これは弟のピーターです。 

健：何を持っているのですか。 

ブラウン先生：クリケットのバットです。野球のバットのようなものです。 

健：彼はクリケットをするのですか。 

ブラウン先生：はい，そうです。クリケットは私の国で人気があります。 

健：彼は野球もしますか。 

ブラウン先生：いいえ，しません。 

Ms Brown: This is my sister, Jean. 

Kumi: Does she play cricket too? 

Ms Brown: No. She doesn't play sports. She is a musician. Look.  

Kumi: What does she have in her hands? 

Ms Brown: She has bagpipes. She often plays at festivals. 

ブラウン先生：これは妹のジーンです。 

久美：彼女もクリケットをしますか。 

ブラウン先生：いいえ。彼女はスポーツをしません。彼女は音楽家です。

見てください。 

久美：手に何を持っているのですか。 

ブラウン先生：彼女はバグパイプを持っています。しばしばお祭りで演

奏します。 

 



 

Lesson7-1 P88 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson7-2 P90 

 

 

 

 

 

 

Lesson8-1 P100 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson8-2 P102 

 

 

 

 

 

Kumi: This is my first time in a wheelchair. 

Bob: These chairs have special wheels. Can you move easily in 

the chair? 

Kumi: No, I can't. It's hard. 

Bob: You can do it. Let's practice a little. 

こちらはぼくの兄のボブです。 

彼は 16 歳です。 

彼は本当にスポーツが好きです。 

彼は上手にバスケットボールをすることができます。 

彼はとてもすばやくボールをパスすることができます。 

彼は車いすバスケットボールチームのメンバーです。 

This is my brother, Bob.  

He's sixteen years old.  

He really likes sports. 

 He can play basketball well.  

He can pass the ball very quickly.  

He's a member of a wheelchair basketball team. 

久美：車いすに乗るのは，これが初めてです。 

ボブ：これらのいすには，特別な車輪がついています。 

そのいすに乗って容易に動くことができますか。 

久美：いいえ，できません。難しいです。 

ボブ：あなたはできます。少し練習しましょう。 

Paul: This is Mike. He's my cousin.  

Kumi: Is he studying English?  

Paul: No, he isn't.  

Kumi: What is he studying?  

Paul: He's studying Spanish.  

Many people speak it in the USA. 

これらはホワイト先生の教室の写真です。 

生徒たちはランゲージアーツ（言語技術）を勉強しているところです。

見てください。 

この女の子は本を読んでいます。 

この男の子はスピーチの練習をしています。 

こちらの生徒たちはグループでポスターを作っています。 

These are pictures of Ms White's classroom.  

The students are studying language arts.  

Look. 

 The girl is reading.  

This boy is practicing a speech.  

These students are making a poster in a group. 

ポール：こちらはマイクです。彼は私のいとこです。 

久美：彼は英語を勉強しているのですか。 

ポール：いいえ，ちがいます。 

久美：彼は何を勉強しているのですか。 

ポール：彼はスペイン語を勉強しています。 

アメリカでは多くの人々がスペイン語を話します。 

 


