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小学生英語おぼえたい単語プリント１ 天気 

sunny はれの windy 風が強い 

rainy 雨の weather 天気 

cloudy くもりの in 都市・地名の前につける 

snowy 雪の   

１，次の日本語にあう英語を書きましょう。 

□１はれの              □２雨の 

         
□３くもりの             □４雪の 

         
□５風が強い             □6 天気 

         
□７～に（都市・地名の前につける） 

 
 

２，次の英文を 2 回書いてみましょう。 

□１ How’s the weather? 

 

 
□２It’s sunny.  
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プリント２ 

３，次の    にあう単語を入れて、英文を完成させてください。 

□１東京の天気はどうですか。 

How’s the                             Tokyo? 

□２東京は、はれです。 

It’s                  in Tokyo. 

□３東京は、くもりです。 

It’s                  in Tokyo. 

□４東京は、雨です。 

It’s                  in Tokyo. 

□５東京は、雪です。 

It’s                  in Tokyo. 

□６東京は、風が強いです。 

It’s                  in Tokyo. 

 

４，次の英単語を 3 回書き、意味を答えましょう。 

□１cloudy 意味（      ） 

 
□２rainy 意味（      ） 

 
□３snowy 意味（      ） 

 
□４windy 意味（      ） 
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プリント３ 

□５weather 意味（      ） 

 
□６sunny 意味（      ） 

 
 

５，次の空白に単語を書いて、英文を完成させてください。 

□1 大阪の天気はどうですか。 

How’s the                  in Osaka? 

□２大阪は雨です。 

It’s                  in Osaka. 

□３ニューヨーク（New York）の天気はどうですか。 

How’s the                  in New York? 

□４ニューヨークは雪です。 

It’s                  in New York. 

□５ロンドン(London)の天気はどうですか。 

How’s the                  in London? 

□６ロンドンはくもりです。 

It’s                  in London. 

□７シドニー（Sydney）の天気はどうですか。 

How’s the                  in Sydney? 

□８シドニーは、はれです。 

It’s                  in Sydney. 

 

単語を書いて覚えるのが難しい子は、カードを使うのがおすすめです。 

カードはその１において説明しています。 
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テスト 

１，次の日本語にあう英語を書きましょう。 

□１はれの               □２雨の 

          
□３雪の                □４風が強い 

          
□５くもりの              □６天気 

          
 

            ／６（4 問正解で合格） 

 

不合格だった子は、プリント１から３をもう一度、やりましょう。 

 

プリントで覚えられない子は、カードを使うのがおすすめです。 
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こたえ 

１，英単語 

1 sunny, 2 rainy, 3 cloudy, 4 snowy, 5 windy, 6 weather, 7 in,  

２，英文を書く 

1 How’s the weather? How’s the weather? 

2 It’s sunny. It’s sunny. 

３，空白をうめる 

1 How’s the weather in Tokyo? 

2 It’s sunny in Tokyo. 

3 It’s cloudy in Tokyo. 

4 It’s rainy in Tokyo. 

5 It’s snowy in Tokyo. 

6 It’s windy in Tokyo. 

４，単語の練習 

1 くもり cloudy cloudy cloudy 

2 雨の rainy rainy rainy 

3 雪の snowy snowy snowy 

4 風が強い windy windy windy 

5 天気 weather weather weather 

6 はれの sunny sunny sunny 

５，空白をうめる 

1 How’s the weather in Osaka? 

2 It’s rainy in Osaka. 

3 How’s the weather in New York? 

4 It’s snowy. 

5 How’s the weather in London? 

6 It’s cloudy. 

7 How’s the weather in Sydney? 

8 It’s sunny in Sydney. 

 

テスト 

1 sunny, 2 rainy, 3 snowy, 4 windy, 5 cloudy, 6 weather,  


