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１１１１．．．．はじめましょうはじめましょうはじめましょうはじめましょう    
(1) イラストの Ａ～Ｈは からだの どの ぶぶんですか。みんなで はなしましょう。 

(2) せんせいの どうさを みながら 音声を ききましょう。 

(3) もう いちど 音声を きいて せんせいと いっしょに からだの ぶぶんを さしましょう。 

(4) もう いちど 音声を きいて じぶんたちだけで からだの ぶぶんを さしましょう。 

(5) つぎの ひょうの ことばを よんで、ばんごうを イラストの ○の なかに かきましょう。 

① あたま ② め ③ こし ④ のど 

⑤ おなか ⑥ は ⑦ あし ⑧ て 

(6) ペアで こたえを かくにんしましょう。 

(7) もう いちど 音声を きいて みんなで かくにんしましょう。 

(8) ペアで れんしゅうしましょう。 

  ひとりが ひょうの ことばを ひとつ よみます。 

  ひとりが じぶんの からだの ぶぶんを さします。 

    

２２２２．．．．ききましょうききましょうききましょうききましょう((((１１１１))))    

(1) つぎの Ａ～Ｆの イラストは からだの どこが いたいですか。みんなで はなしましょう。 

  Ａ(  )     Ｂ(  )    Ｃ(  )    Ｄ(  )    Ｅ(  )    Ｆ(  ) 

 

 

 

 

(2) 音声を ききましょう。どの イラストですか。（  ）に ばんごうを かきましょう。 

(3) ペアで こたえを かくにんしましょう。 

    

３３３３．．．．ことばことばことばことばチェックチェックチェックチェック（（（（１１１１））））    

  Ａ：どう しましたか。       Ａ：どう したの。 

  Ｂ：あたまが いたいです。     Ｂ：はが いたいです。 

(1) かいわの ないようと ことばの いみを せんせいと かくにんしましょう。 

(2) もう いちど 音声を きいて くりかえしましょう。 

(3) ペアで れんしゅうしましょう。ひとりが 「２．ききましょう(１)」の イラストを さして 

  「どうしましたか」と いいます。ひとりが こたえます。 

Ｅ 

もくひょう： 

（からだの じょうたいに ついて はなす） 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｆ 
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４４４４．．．．ききましょうききましょうききましょうききましょう((((２２２２））））    

(1) たいおんけいの すうじです、なんどですか。音声を きいて （  ）に ばんごうを かきましょう。 

  れい   ３７．５℃ 

 

 (  ) ３７．２℃  (  ) ３８℃ (  ) ３６．８℃  (  ) ３９．５℃ 

(2) ペアで こたえを かくにんしましょう。 

 

５５５５．．．．ことばことばことばことばチェックチェックチェックチェック((((２２２２））））    

  Ａ：ねつが ありますか。 

  Ｂ：３７ど ５ぶです。 

(1) もう いちど 音声を きいて くりかえしましょう。 

(2) かいわの ないようと ことばの いみを せんせいと かくにんしましょう。 

(3) したの たいおんの すうじを みて ペアで れんしゅうしましょう。 

  ひとりが 「ねつが ありますか」と いいます。ひとりが たいおんを いいます。 

  ① ３７．３℃   ② ３９℃   ③ ３６．６℃   ④ ３８．１℃ 

(4) たいおんけいが あったら じっさいに たいおんを はかって はなして みましょう。 

    

６６６６．．．．ききましょうききましょうききましょうききましょう((((３３３３))))    

(1) したの ひょうの イラストの からたの ぶぶんを みんなで かくにんしましょう。 

(2) 音声を ききましょう。 

  ① リンさんは どこが いたいですか。いたい ところに ○を かきましょう。 

  ② リンさんは ねつが ありますか。ねつが ある ときは ひょうに たいおんを かきましょう。 

       

れい     ○ ３７．１ 

①       

②       

③       

④       

⑤       

(3) ペアで こたえを かくにんしましょう。 

(4) もう いちど 音声を きいて くりかえしましょう。 

(5) ひょうを みながら ペアで かいわを れんしゅうしましょう。 

 

 

 
(  )できません     (  )あまり できません    (  )まあまあ できました     (  )よく できました 

 

できましたかできましたかできましたかできましたか(もくひょうを かくにんしましょう)    

    

？ 


