
補助ワークブック 1 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【相手に質問】２           No.1bw033 
 
留学生のジョンは、彼の家族の写真を見せています。その写真について、ケンとジョン

の会話文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

(多くの子どもの前で話しているお母さんの写真を見て) 

John:  This is my mother. 
Ken:  Is she a teacher? 
John:  Yes, she is. She teaches Japanese. 
Ken:  Does she speak Japanese? 
John:  Yes, she does. 
Ken:  Does she like Japan? 
John:  Yes, she does. 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 
１．ジョンのお母さんの仕事は、何ですか。（          ） 
２．ジョンのお母さんは何を教えていますか。（          ） 
３．ジョンのお母さんは、日本語を話しますか。（          ） 
４．ジョンのお母さんは、日本が好きですか。（          ） 
 
語（句）を確認しよう 
she  彼女は   teacher  先生 
teaches  teach(教える)の三人称単数現在形 
Japanese 日本語   speak  話す 
Japan  日本 
 
 
 
 

ポイントを確認しよう（解答）１．先生   ２．日本語 
              ３．はい   ４．はい 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                  No.1bw034 
留学生のジョンは、彼の家族の写真を見せています。その写真について、ケンとジョン

は会話をしています。Step１の内容を思い出して、（     ）に適切な語を入れま

しょう。また、[         ]内の語を正しく並べ替えて書きましょう。文の最初に来る文

字は、大文字で書きましょう。 

John:  (         ) is my mother. 

Ken:  [ she / is ] a teacher? 

John:  Yes, she is. She (           ) Japanese. 

Ken:  [ does / speak / she ] Japanese? 

John:  Yes, she does. 

Ken:  [like / does / she ] Japan? 

John:  Yes, she does. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
 
Step１の内容を思い出して、（     ）に入る英文を下の□の枠の中から選び、英

文を書きましょう。 
 
John:  This is my mother. 
Ken:  (                                ) 
John:  Yes, she is. (                          ) 
Ken:  (                                ) 
John:  Yes, she does. 
Ken:  Does she like Japan? 
John:  Yes, she does. 
 

Does she speak Japanese? 
She teaches Japanese. 
Is she a teacher? 

解答は 

Step1 モデル文を 
見ましょう 



Step３ ① 表現しよう                                              No.1bw035 
 
留学生のジョンは、彼の家族の写真を見せています。その写真について、ケンとジョン

は会話をしています。メモを参考に、（    ）に適切な英語を入れましょう。 
      ケンの質問メモ 
お母さんは先生か。 
お母さんは日本語を話すのか。 
お母さんは日本が好きか。 
 

John:  This is my mother. 
Ken:  (         )(         ) a teacher? 
John:  Yes, she is. She teaches Japanese. 
Ken:  (         ) she (               ) Japanese? 
John:  Yes, she does. 
Ken:  (         ) she (            ) Japan? 
John:  Yes, she does. 
 
Step３ ② 表現しよう 
 

John:  This is my (              ). 
Ken:  (         )(         ) a (                 )? 
John:  Yes, she is. She teaches Japanese. 
Ken:  (         ) she (          ) (             )? 
John:  Yes, she does. 
Ken:  (         ) she (            ) Japan? 
John:  Yes, she does. 
 
 

解答は 

Step1 モデル文を 
見ましょう 



Step４  表現しよう                                                 No.1bw036 
 
留学生のジョンは、写真で次のように説明してくれました。 

This is my mother. 
ジョンに、ケンになったつもりで、英語の質問の文を作りましょう。 
ケンの質問メモにしたがって、書いてください。 
 
 
      ケンの質問メモ 
お母さんは先生か。 
お母さんは日本語を話すのか。 
お母さんは日本が好きか。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

解答は 

Step1 のモデル文にある 
ケンの質問の文を 
見ましょう 


