
 
 
 
 

 

① 「○○を」を明らかにして伝えることができる。 

② 相手が何を～しているのかを聞き出すことができる。 

I have ～  What do you have ～? 

何ができるようになるか 

構文： どんな文が作れるようになるのか  

① I like ～という一般動詞の文を作ることができる。 
② me, you, him, her を適切に使うことができる。 
③ What do you ～? という文を作ることができる。 



Introduction 

What do you have? 

I have Aomori-ken. 

I hold it like this way. 

I lift this up. 



Introduction 

What do you have? 

I have Ehime-ken. 

I hold it like this way. 

Oh yeah.   
I play the guitar. 



Introduction 

What do you have? 

I have Tottori-ken. 

I hold it like this way. 

I carry this. 



Introduction 

What do you have? 

I have Nagasaki-ken. 

I hold it like this way. 

I love the puzzle. 



Introduction 

What do you have? 

I have Fukui-ken. 

I hold it like this way. 

And, I open the door. 



Introduction 

What do you have 

I have Nagano-ken. 

I hold it like this way. 

And, I take a picture. 



Introduction 

What do you have 
in your hand? 

I have Dorayaki. 

Ha…hand? 

Do you have fingers!? 



Key Sentences 

I V ～ You V～ 

I meet him every day. 

I study with her after school. 

What do you eat for breakfast? 

わたしは彼に毎日会います。 

わたしは彼女と放課後に勉強します。 

あなたは朝食に何を食べますか。 



Key Sentences 

I V ～ You V～ 

わたしは彼に毎日会います。 

わたしは彼女と放課後に勉強します。 

あなたは朝食に何を食べますか。 



目的語 「～を」 



Check the Point 1 

目的語 ＝ 動詞の後ろにくる「～を」「～に」 

I read  何を？ I read an English book.  

I give  
誰に？ 
何を？ 

I give my mother  a flower.  



Let’s Practice 

A:  I              but I don’t             .  Do you              ? 

B:   Yes, I do.   /   No, I don’t. 

like play eat study 



me,  you,  him,  her 



Check the Point 2 

 「～を、～に」の表現 

１人称 
（私） 

２人称 
（あなた） 

３人称 
（それ以外） 

単数 
1人 

 
 
 
 

複数 
2人以上 

 
 
 
 

私を あなたを 
彼を 

彼女を 

私たちを あなたたちを 彼らを 



me 

them us 

him 

her 
you 

Check the Point 2 

１人称 
（私） 

２人称 
（あなた） 

３人称 
（それ以外） 

単数 
1人 

 
 
 
 

複数 
2人以上 

 
 
 
 

you 

 「～を、～に」の表現 



Check the Point 2 

これまでの代名詞をまとめよう 

主格 
「～は」 

所有格 
「～の」 

目的格 
「～を、～に」 

私 
 
 

あなた 
 
 

彼 
 
 

彼女 
 
 

私を 

あなたを 

彼を 

彼女を 

私の 

あなたの 

彼の 

彼女の 

私を 

あなたを 

彼を 

彼女を 



Check the Point 2 

これまでの代名詞をまとめよう 

主格 
「～は」 

所有格 
「～の」 

目的格 
「～を、～に」 

私 
 
 

あなた 
 
 

彼 
 
 

彼女 
 
 

I 

you 

he 

she 

my 

your 

his 

her 

me 

you 

him 

her 



Let’s Check 

私 
 
 

I my me 

私は横浜出身です。 

私の好きな教科は音楽です。 

私をミキと呼んでください。 

私とこのクラスを楽しみましょう。 



Let’s Check 

私 
 
 

I my me 

I am from Yokohama. 

My favorite subject is music. 

Please call me Miki. 

Let’s enjoy this class with me. 



Let’s Check 

あなた 
 
 

you your you 

あなたは良い先生ですね。 

あなたの授業はグレートです。 

私はあなたをとても愛しています。 

私はあなたと一生懸命勉強します。 



Let’s Check 

あなた 
 
 

you your you 

You are a good teacher. 

Your class is great. 

I love you very much. 

I study hard with you. 



Let’s Check 

彼女 
 
 

she her her 

彼女は美しいです。 

彼女の声も美しいです。 

私は彼女が好きです。 

私は彼女と勉強します。 



Let’s Check 

彼女 
 
 

she her her 

She is beautiful. 

Her voiceis beautiful, too. 

I love her. 

I study with her. 



Let’s Check 

彼 
 
 

he his him 

彼は優しくありません。 

私は彼の声が好きではありません。 

私は彼が好きではありません。 

私は彼と勉強しません。 



Let’s Check 

彼 
 
 

he his him 

He is not kind. 

His brother is handsome, too. 

I don’t like him. 

I don’t study with him. 



What do you V? 



Let’s Practice 

I like                . ? 

What do you like? 

Your hobby is                        . ? 

What is  your hobby? 

復習 



Let’s Practice 

A:  I like           . Do you like           ? 

B:   Yes, I do.   /   No, I don’t. 

A： I don’t like           . Do you like           ? 

B:   Yes, I do.   /   No, I don’t. 

① 好きなものが同じ 
    ⇒ OK 
 

② 嫌いなものが同じ 
    ⇒ 無効 



Three Cards 

What is to be a good learner? 

① Write 3 things on your cards. 

② Find a partner.   
Trade cards with your partner. 

「よい学習者」の条件を書きなさい 



Three Cards 

A:  What do you have？ 

B: I have ○,  △,  and □.  What do you want? 

A:  I want ○.   What do you have? 

B: I have ●,  ▲,  and ■.  What do you want? 

A:  I want ▲.   

What is to be a good learner? 

自分に大切な３つのことを揃えよう。 





Director & Actor 

あなた英語話すのちょー上手じゃん。 

You speak English very well. 

知らなかったよ、すげーじゃん。 

彼、知ってるよ。彼と毎週テニスしてますけど。 

I know him. 
I play tennis with him every week. 

ああ、あの有名人。実は知り合いだけど、何か。 



Director & Actor 

あなたは私のこと好きだけど、私は彼女が好きなの。 

You love me. But I love him. 

そう言われても、諦めないよ。 

何がほしいの？俺はお金だな。 

What do you want?  I want money. 

あっさり。そりゃ、お金でしょ。。。他に何が？ 



Key Sentences Review 

I V ～ You V～ 

I meet him every day. 

I study with her after school. 

What do you eat for breakfast? 

わたしは彼に毎日会います。 

わたしは彼女と放課後に勉強します。 

あなたは朝食に何を食べますか。 



Key Sentences Review 

I V ～ You V～ 

わたしは彼に毎日会います。 

わたしは彼女と放課後に勉強します。 

あなたは朝食に何を食べますか。 


