
KUMAMOTO English Standard    １ 「自分のことを紹介しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

Hello, I’m Higo Taro. 

I live in Aso, Kumamoto. 

I’m thirteen years old. 

My favorite subject is English. 

I study it every day. 

 

Hello, I’m Higo Taro. 

I live in Aso, Kumamoto. 

I’m fourteen years old. 

My favorite subject is English. 

I study it every day. 

I’m a member of the baseball club. 

I practice baseball very hard after 

school. 

I’m a fan of Ichiro.  

 

 

Hello, I’m Higo Taro. 

I live in Aso, Kumamoto. 

I’m fifteen years old. 

My favorite subject is English. 

I study it every day. 

I’m a member of the baseball club. 

I practice baseball very hard after 

school. 

I’m a fan of Ichiro. 

My dream is to be a doctor because I 

want to help sick people.  I think it 

will be very hard, but I’ll do my best. 

私の名前は肥後太郎です。 

私は熊本の阿蘇に住んでいます。 

私は１３歳です。 

私の好きな教科は英語です。 

私は毎日英語を勉強しています。 

私の名前は肥後太郎です。 

私は熊本の阿蘇に住んでいます。 

私は１４歳です。 

私の好きな教科は英語です。 

私は毎日英語を勉強しています。 

私は野球部の一員です。 

私は、放課後、一生懸命練習します。 

私は、イチローのファンです。  

私の名前は肥後太郎です。 

私は熊本の阿蘇に住んでいます。 

私は１５歳です。 

私の好きな教科は英語です。 

私は毎日英語を勉強しています。 

私は野球部の一員です。 

私は、放課後、一生懸命練習します。 

私は、イチローのファンです。 

私の夢は、医者になることです。病気で苦しんで

いる人々を助けたいからです。とても大変なこと

だと思いますが、全力で頑張ります。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard    ２ 「友達や家族について紹介しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

Hi, everyone. 

This is my sister, Kumi. 

She is a high school student. 

She is in the tennis club. 

She plays tennis very well. 

 

I’m going to talk about my sister.  

This is my sister, Kumi. 

She is a high school student. 

She is in the tennis club. 

She plays tennis very well. 

She practices it very hard. 

She studies English hard, too.  

She listens to English at home every 

day. 

I’m going to talk about my sister.  

This is my sister, Kumi. 

She is a high school student. 

She is in the tennis club. 

She plays tennis very well. 

She has played tennis for six years. 

She practices it very hard. 

She studies English hard, too.  

She listens to English at home every 

day. 

She is a fan of Kei Nishikori. 

She wants to go to the United States 

to practice tennis like him. 

こんにちは、皆さん。 

こちらは、私の姉のクミです。 

彼女は、高校生です。 

彼女は、テニス部に所属しています。 

彼女はとてもテニスが上手です。 

私は姉について話します。 

こちらは、私の姉のクミです。 

彼女は、高校生です。 

彼女は、テニス部に所属しています。 

彼女はとてもテニスが上手です。 

彼女はとても一生懸命練習しています。 

また、彼女は、英語も一生懸命勉強しています。 

彼女は、毎日、家で英語を聞いています。 

私は姉について話します。 

こちらは、私の姉のクミです。 

彼女は、高校生です。 

彼女は、テニス部に所属しています。 

彼女はとてもテニスが上手です。 

６年間、テニスをしています。 

彼女は、とても一生懸命練習しています。 

また、彼女は、英語も一生懸命勉強しています。 

彼女は、毎日、家で英語を聞いています。 

彼女は、錦織圭のファンです。 

彼女は、彼のようにテニスを練習するためにアメ

リカに行きたがっています。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard    ３「自分の学校について説明しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

I’m a student of Higo Junior High 

School. 

Our school has 245 students and 

about 30 teachers. 

We have 12 clubs in our school. 

We have Sports Day in May. 

 

I’m a student of Higo Junior High 

School. 

Our school has 245 students and 

about 30 teachers. 

We have 12 clubs in our school. 

We have Sports Day in May. 

We have 2 classes in each grade.  

So we have 2 teams; Red Team and 

White Team in Sports Day.  

 

I’m a student of Higo Junior High 

School. 

Our school has 245 students and 

about 30 teachers. 

We have 12 clubs in our school. 

We have Sports Day in May. 

We have 2 classes in each grade.  

So we have 2 teams; Red Team and 

White Team in Sports Day.  

Last year we practiced very hard 

and our team won it!  

We were moved and cried a lot. 

I love Sports Day very much.  

私は、肥後中学校の生徒です。 

私たちの学校は、生徒数が２４５名で、先生は約

３０名います。 

私たちの学校には、１２の部活動があります。 

５月には体育大会があります。 

 

 

 

 

私は、肥後中学校の生徒です。 

私たちの学校は、生徒数が２４５名で、先生は約

３０名います。 

私たちの学校には、１２の部活動があります。 

５月には体育大会があります。 

私たちは各学年２クラスなので、体育大会では、

赤団と白団の２チームになります。 

私は、肥後中学校の生徒です。 

私たちの学校は、生徒数が２４５名で、先生は約

３０名います。 

私たちの学校には、１２の部活動があります。 

５月には体育大会があります。 

私たちは各学年２クラスなので、体育大会では、

赤団と白団の２チームになります。 

昨年、私たちはとても一生懸命練習して、私たち

の団が勝ちました。 

私たちは感動して大泣きしました。 

私は体育大会が大好きです。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard   ４ 「住んでいる地域について説明しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

I live in Yatsushiro City. 

It’s in the southern part of 

Kumamoto. 

We have a famous fruit.  

It’s Banpeiyu. 

Our city also has a big festival.  Its 

name is Myokensai.   

 

I live in Yatsushiro City.   

It’s in the southern part of 

Kumamoto.   

We have a famous fruit.   

It’s Banpeiyu.   

Our city also has a big festival.  Its 

name is Myokensai.  

Look at this picture. 

This is kasahoko. 

There are nine kinds of kasahoko. 

This one has oranges on the top. 

People wish for a long life upon 

oranges. 

I live in Yatsushiro City.   

It’s in the southern part of 

Kumamoto.   

We have a famous fruit.   

It’s Banpeiyu.   

Our city also has a big festival.  Its 

name is Myokensai.  

Look at this picture.   

It’s kasahoko.   

There are nine kinds of kasahoko. 

This one has oranges on the top. 

People wish for a long life upon 

oranges. 

Myokensai  is one of the biggest 

festivals in Kyushu.  

Many people visit Yastushiro to see 

this festival.  I think this festival is 

very important for us. 
私は、八代市に住んでいます。 

八代市は、熊本県の南部にあります。 

八代には、有名な果物があります。 

それは、晩白柚です。 

また、私たちの市には、大きな祭りがあります。

八代妙見祭です。 

私は、八代市に住んでいます。 

八代市は、熊本県の南部にあります。 

八代には、有名な果物があります。 

それは、晩白柚です。 

また、私たちの市には、大きな祭りがあります。

八代妙見祭です。 

この写真を見てください。これは笠鉾です。９つ

の笠鉾があります。これには、一番上にミカンが

乗っています。人々は、ミカンに長寿の願いを込

めています。 

私は、八代市に住んでいます。 
八代市は、熊本県の南部にあります。 
八代には、有名な果物があります。 
それは、晩白柚です。 
また、私たちの市には、大きな祭りがあります。
八代妙見祭です。 
この写真を見てください。これは笠鉾です。９つ
の笠鉾があります。これには、一番上にミカンが
乗っています。人々は、ミカンに長寿の願いを込
めています。妙見祭は、九州で最も大きい祭りの
１つです。多くの人々がこの祭りを見るために八
代を訪れます。私は、この祭りは、私たちにとっ
てとても大切だと思います。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard    ５「熊本について説明しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

I’m from Kumamoto. 

It’s in the middle of Kyushu. 

Kumamoto has a lot of famous food, 

for example, basashi, 
karashirenkon, and taipien. 

We also have famous places, for 

example, Mt. Aso and Amakusa.   

 

I’m from Kumamoto. 

It’s in the middle of Kyushu. 

Kumamoto has a lot of famous food, 

for example, basashi, 
karashirenkon, and taipien. 

We also have famous places. 

Amakusa is one of them. 

Many people visit Amakusa to enjoy 

fishing, swimming, and watching 

dolphins.  

They also have Santa Claus 

Festival. 

I’m from Kumamoto. 
It’s in the middle of Kyushu. 
Kumamoto has a lot of famous food, 
for example, basashi, 
karashirenkon, and taipien. 
We also have famous places. 
Amakusa is one of them. 
Many people visit Amakusa to enjoy 
fishing, swimming, and watching 
dolphins.  
They also have Santa Claus 
Festival.  
I visited Amakusa and saw the 
festival last year.  
There were a lot of Santa Clauses 
from foreign countries.  
I enjoyed talking with them in 
English. 

私は、熊本出身です。 

熊本は、九州の中央に位置します。 

熊本には、馬刺し、辛子レンコン、太平燕など、

多くの有名な食べ物があります。 

また、阿蘇山や天草などの有名な場所もあります。 

 

私は、熊本出身です。 

熊本は、九州の中央に位置します。 

熊本には、馬刺し、辛子レンコン、太平燕など、

多くの有名な食べ物があります。 

また、有名な場所もあります。 

その一つが天草です。多くの人々が、釣りや泳ぎ、

そしてイルカウォッチングをするために天草を訪

れます。 

また、サンタクロース・フェスティバルもありま

す。 

私は、熊本出身です。 
熊本は、九州の中央に位置します。 
熊本には、馬刺し、辛子レンコン、太平燕など、 
多くの有名な食べ物があります。 
また、有名な場所もあります。 
その一つが天草です。多くの人々が、釣りや泳ぎ、
そしてイルカウォッチングをするために天草を訪
れます。 
また、サンタクロース・フェスティバルもありま
す。 
私は、昨年そのフェスティバルを見に天草を訪れ
ました。外国から来たたくさんのサンタクロース
がいました。私は、彼らと英語で話して楽しみま
した。 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard    ６「日本について説明しよう！」 

中１ 中２ 中３ 

Japan has four big islands, Kyushu, 

Shikoku, Honshu, and Hokkaido. 

We have four seasons, spring, 

summer, fall, and winter.   

It’s a very beautiful country. 

Many foreign people visit Japan.  

 

Japan has four big islands, Kyushu, 

Shikoku, Honshu, and Hokkaido. 

We have four seasons, spring, 

summer, fall, and winter.  

It’s a very beautiful country. 

Many foreign people visit Japan. 

They enjoy seeing many beautiful 

places and eating Japanese food.  

Japanese food is very popular 

among the people all over the world.   

 

Japan has four big islands, Kyushu, 

Shikoku, Honshu, and Hokkaido. 

We have four seasons, spring, 

summer, fall, and winter.  

It’s a very beautiful country. 

Many foreign people visit Japan. 

They enjoy seeing many beautiful 

places and eating Japanese food.  

Japanese food is very popular 

among the people all over the world.   

Why do you think Japanese food has 

become so popular?  

I think it’s because it’s healthy. 

We should know the good points of 

Japanese food more. 

日本は、４つの大きな島、九州、四国、本州、

北海道からなります。 

日本には、春、夏、秋、冬の４つの季節があり、

とても美しい国です。 

多くの外国人が日本を訪れます。 

日本は、４つの大きな島、九州、四国、本州、

北海道からなります。日本には、春、夏、秋、

冬の４つの季節があり、とても美しい国です。 

多くの外国人が日本を訪れます。 

彼らは、多くの美しい場所を訪れたり日本食を

食べたりして楽しみます。 

日本食は世界中の人々に人気があります。 

 

日本は、４つの大きな島、九州、四国、本州、

北海道からなります。日本には、春、夏、秋、

冬の４つの季節があり、とても美しい国です。 

多くの外国人が日本を訪れます。 

彼らは、多くの美しい場所を訪れたり日本食を

食べたりして楽しみます。 

日本食は世界中の人々に人気があります。 

あなたは、なぜ日本食は人気が出たと思いますか。

私は、それは健康によいからだと思います。 

私たちは日本食の良さをもっと知るべきです。 

 

※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 



KUMAMOTO English Standard   7 「外国や世界のことについて話そう！」 

中１ 中２ 中３ 

Japan has a lot of clean water. 

We use it every day. 

But in some countries people cannot 

use clean water. 

Many children cannot drink clean 

water. 

Let’s think about it more. 

I want to go to Australia in the 

future. 

I have two reasons. 

First, I want to see wild koalas and 

kangaroos there.  

In Japan we can usually see them 

only in the zoo. 

Second, I want to play cricket there.  

I like baseball, so I want to try it. 

For these reasons, I wish to go to 

Australia some day. 

We learned about Malala Yousafzai, 

a Pakistani schoolgirl.  She gave a 

speech at the United Nations on her 

16th birthday.  In Pakistan, many 

girls can’t go to school freely.  She 

works very hard to change the 

future of her country.   

I was very moved when I heard her 

story.  I think that we should know 

about the problems in the world. 

Let’s talk about those problems, and 

take action to solve them. 

“A small change makes a big 

difference!” 

日本にはたくさんのきれいな水があります。 

私たちは毎日その水を使っています。 

しかし、きれいな水が使えない国もあります。 

それらの国では、多くの子供たちがきれいな水を

飲むことができないのです。 

この問題について更に考えていきましょう。 

私は、将来オーストラリアに行きたいです。理

由は２つあります。 

まず、野生のコアラやカンガルーを見てみたい

です。日本では、それらの動物は、普通、動物

園でしか見ることができません。 

２番目に、クリケットをしてみたいです。私は

野球が好きなので、クリケットに挑戦したいで

す。このような理由から、私はいつかオースト

ラリアに行ってみたいです。 

私たちは、パキスタンの女学生、マララ・ユサ

フザイさんについて学びました。彼女は、１６

歳の誕生日に、国連でスピーチをしました。パ

キスタンでは、多くの女子が自由に学校にいく

ことができません。彼女は自分の国を変えよう

と頑張っています。 

私は、彼女の話を聞いて、とても感動しました。

私たちは、もっと世界の問題について知るべき

だと思います。それらの問題について話し合い、

解決するために行動に移しましょう。 

“小さな変化は、大きな違いを生むのです！” 

 ※ 文の内容は、あくまでも目安です。自分のことや地域などに置き換えて言えるようになりましょう。 

 


