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Eiken 5th Grade
英検 5級英検 5級

Eiken 5th Grade

wake up

take a bath sleep

watch TVstudy

eat

wash my face

change clothes

Let`s study daily verbs! 日常で使う動きの英語を覚えよう！1

①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　④

⑤　　　　　　　　　　⑥　　　　　　　　　　⑦　　　　　　　　　　⑧

※over there : あそこ・あっち

Let`s practice! 問題を解いてみよう！2
もんだい　　 と

A: Can I               my hands?
B: Of course. The bathroom is over there.

1. wash 2. live 3. cry 4. put

※

英検 5級でとってもよく出てくる表現だよ！絶対に覚えよう！
えいけん　　きゅう　　　　　　　　　　　　　　  　  で 　　　　　　　 ひょうげん　　　　　　　ぜったい　　　おぼ

Lesson4 日常で使う動きの英語
にちじょう　　つか　　　うご　　　　　　えいご

daily verbs
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Let`s study daily verbs! 日常で使う動きの英語を覚えよう！3
にちじょう　つか 　うご　　　 　えいご  　 おぼ

①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　④

Let`s practice! 問題を解いてみよう！4
もんだい　　 と

cookswim walkplay soccerrun dance

⑤　　　　　　　　　　⑥　　　　　　　　　　　　　　　

A: I like music.
B: Me too! I               the guitar.

1. swim 2. sing 3. play 4. cook

楽器を弾く、という英語

の文章の時は楽器の英語の

前に、“the”を付けるよ !

 がっき　  ひ　　　　　　　　   えいご

ぶんしょう　とき　　がっき　　えいご

まえ　　 　　　　　　　　つ

おぼえよう！

I like to play the piano.

I like to sing songs.

ピアノを弾く事が好きです。

歌を歌う事が好きです。

ひ　 　　こと　　　す

うた　　　うた　　　こと　　　す



Copyright (C) AIM Inc. All Rights Reserved.

Eiken 5th Grade
英検 5級英検 5級

Eiken 5th Grade

Lesson4 日常で使う動きの英語
にちじょう　　つか　　　うご　　　　　　えいご

daily verbs

1. cook 2. be 3. stand 4. do

Let`s study daily verbs! 日常で使う動きの英語を覚えよう！5
にちじょう　つか 　うご　　　 　えいご  　 おぼ

1. 立つ：                   up

2. 座る：                    down

3. 起きる：                     up

4. 音楽を聴く：                   to music

5. 時計を見る：                     at the clock

6. 買い物に行く：                shopping

7. 写真を撮る：               a picture

8. 宿題をする：                my homework

sit
listen

look

do

go

take
stand get

Let`s practice! 問題を解いてみよう！6
もんだい　　と

Q1. Let`s               up and sing a song!

1. Brian is painting a picture.

2. Brian is writing a letter.

3. Brian is taking a picture.

Q2.

た

すわ

お

おんがく　　　　き

とけい　　　　　み

か　　　 もの　　　  い

しゃしん　　　　と

しゅくだい
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Let`s practice! 問題を解いてみよう！7
もんだい　　と

 

 

 Q.1   I _____ up at 7:00 every morning.  

1. get 2. know 3. buy 4. have 
私は毎朝７時におきます。  

 Q.2   My brother usually _____ to his favorite music a�er dinner .

1. helps 2. starts 3. listens 4.teaches 

私の兄は普段夕食の後、お気に入りの音楽を聴きます。  

 Q.3   A: Look. A big bird is ____ in the sky  

1. cu�ng 2. flying 3. snowing 4. running

A: みて。 大きな鳥が空を飛んでいるよ。  

 Q.4  

 Q.5  

1. The boys are reading. 

2. The boys are wri�ng. 

3. The boys are running. 

B: Yes. It’s very fast.  
B: そうだね。とっても速いね。 

1. Sam is talking on the phone.

2. Sam is playing with his friends.

3. Sam is swimming in the pool.

わたし　　まいあさ　　じ

わたし　　あに　　　ふだん　ゆうしょく　　あと　　　　 き　　　い　　　　　おんがく　　　き

おお　　　　とり　　　そら　　 と

はや


