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① I want to tell you/ about myself and my weekend.// 

② I like to do/ many things.// 

③ I love going camping,/ watching TV,/ dancing/   

and talking on the phone.// 

④ I don’t enjoy/ reading comics,/ studying,/ writing 

letters/ or singing.// 

⑤ Today,/ I buy a newspaper.// 

⑥ In the morning,/ I need to clean the kitchen and   

my room / and help my father/ in the garden.// 

⑦ Then,/ I will walk to a bookstore.// 

⑧ In the afternoon,/ I will wash/ my jacket and shirt.// 

⑨ After that,/ I will drink/ a cup of tea.// 

⑩ In the evening,/ I will meet my friends.// 

⑪ They will come/ to my house/ and we will use a 

computer/ to make a design for T-shirts.// 

⑫ Tomorrow,/ it will rain/ and I have no plans.// 

⑬ I will stay home/ and look out the window.// 

① 私はあなたに伝えたい/ 私の事と週末の事// 

② 私はするのが好きだ/ たくさんの事を// 

③ 私は大好きだ、キャンプに行くことと、/ テレビを見る

ことと、/おどることと、/ そして、電話で話すことが

// 

④ 私は楽しまない/ マンガを読むこと/ 勉強すること/ 

手紙を書くこと/ あるいは歌うことを// 

⑤ 今日/ 私は新聞を買う// 

⑥ 午前中に/ 私はキッチンと部屋を掃除しなければいけな

い/そして、お父さんを手伝う/ 庭で// 

⑦ それから/ 私は本屋に歩いていく// 

⑧ 午後に/ 私は洗たくする/ ジャケットとシャツを// 

⑨ その後/ 私は飲む/ お茶をカップ一杯// 

⑩ 夕方に/ 私は友だちに会う// 

⑪ 彼らは来る/ 私の家に/ そして、私たちはコンピュータ

ーを使う/ T シャツのデザインを作るため// 

⑫ 明日/ 雨がふる/ そして、私には予定がない// 

⑬ 私は家にいる/ そして、窓から外をながめる// 

※無断複製禁止 All rights reserved. 
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① My name is Anne/ and I am a student.//  
I am good at math and science,/ but I am bad at P.E.//  
I have a cat, a dog and some fish.// 

 
② My mother is a history teacher.// 
   She teaches at my school.// 
   She eats fruits and bread/ for breakfast.// 
 
③ My father’s job is training animals/ 

 and he works at a zoo.// 
   He goes to work/ by bike.// 
   He eats pizza and a sandwich/ for lunch.// 
 
④ My brother is a volleyball player.//  

He is on the national team.// 
   He has a big game tonight.//  

He is good at all sports.// 
   He has his own plane.// 
 
⑤ My grandmother and grandfather live/  

in the mountains.// 
  There are no restaurants/ or supermarkets/ there.// 
  They grow oranges and apples/ to make juice.// 

① 私の名前はアン/ 私は学生だ// 
   私は算数と理科が得意だ/ しかし、体育が苦手だ// 
   私はネコと犬と魚をかっている// 
 
② 私の母は歴史の先生だ// 
   彼女は私の学校で教える// 
   彼女はフルーツとパンを食べる/ 朝食に// 
 
③ 私の父の仕事は動物の調教 /  

そして、彼は動物園で働く// 
   彼は仕事に行く/ 自転車で// 
   彼はピザとサンドイッチを食べる/ 昼食に// 
 
④ 私の兄はバレーボールの選手だ// 
   国の代表チームに入っている// 
   彼は大事な試合がある/ 今日の夜// 
   彼はどんなスポーツでも得意だ// 
   彼は自分専用の飛行機を持っている// 
 
⑤ 私の祖母と祖父は住んでいる/ 

 山の中に// 
レストランが無い/またはスーパーマーケットが/そこには// 

彼らはオレンジとリンゴを育てる/ ジュースを作るため// 

※無断複製禁止 All rights reserved. 
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