
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 【学校生活】４       No.1bw085 
 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 
In my school, my favorite place is the library.  I like reading 

very much.  I am interested in foreign countries, too. 

Our library has some guidebooks.  We can get some 

information from them.  We can learn about some languages, 

too. It’s fun. 
 
 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文の内容にあうように、次の日本文の（   ）に日本語を入れましょう。 
 
１．学校の中のクミの好きな場所は（          ）です。 
２．読書が好きで、（          ）にも興味があります。 
３．図書館のガイドブックから（       ）を得ることができます。 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
in my school 学校の中で   my favorite place お気に入りの場所   library 図書室 
reading  読書  am interested in ～ ～に興味がある  foreign countries  外国 
guidebook(s) ガイドブック   can ～ ～することができる 
information 情報   learn ～ ～を学ぶ   languages  言語    
fun  楽しい 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.1bw086 
 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 [         ]内
の語を正しく並べ替えましょう。文の最初に来る文字は、大文字で書き始めましょう。 
 

In my school, my favorite place is the library.  [ like / very 

much / reading / I ].  I am interested in foreign countries, too. 

[ some guidebooks / our library / has ].  [ get / we / can / 

some information ] from them.  [ we / about some languages / 

learn / can ] ,too. It’s fun. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。（     ）に

入る英文を下の枠の中から選び、書きましょう。 

In my school, my favorite place is the library. 

(                        )  I am interested in foreign 

countries, too. 

(                          )  We can get some 

information from them.  (                             )    

It’s fun. 
 
Our library has some guidebooks. 
I like reading very much. 
We can learn about some languages, too. 
 

 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw087 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

 

In my school, my favorite place is the library.  I like reading 

very much.  I am interested in foreign countries, too. 

Our library has some guidebooks.  We (     ) (     ) some 

information from them.  We (     ) (     ) about some 

languages, too.  It’s fun. 
 
 
 
 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

 
 
 
 

In my school, my favorite place (      ) the library.  I 

(    ) reading (    ) (    ).  I am interested in 

foreign countries, too. 

Our library (    ) some guidebooks.  (   ) (   ) 

(    ) some information from them.  (   ) (   ) 

(        ) about some languages, too. It’s fun. 
 

メモ 
 好きな場所 図書室   読書 大好き   外国にも興味あり 
 図書室 ガイドブックがある   情報を得ることができる    
 言葉についても学ぶことができる   楽しい 

メモ 
 好きな場所 図書室   読書 大好き   外国にも興味あり 
 図書室 ガイドブックがある   情報を得ることができる    
 言葉についても学ぶことができる   楽しい 
 



Step４  表現しよう                        No.1bw088 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
クミになったつもりで、次のメモを参考に英文を書きましょう。 

 
 
 
 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 
 
 
 

メモ 
 ①学校で好きな場所 図書室  ②読書が大好き  ③外国にも興味あり 
 ④図書室 ガイドブックがある   ⑤情報を得ることができる    
 ⑥言葉についても学ぶことができる   ⑦楽しい 
 



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 【学校生活】４   No.1bw085 
 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 
In my school, my favorite place is the library.  I like reading 

very much.  I am interested in foreign countries, too. 

Our library has some guidebooks.  We can get some 

information from them.  We can learn about some languages, 

too.  It’s fun. 
 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文の内容にあうように、次の日本文の（   ）に日本語を入れましょう。 
 
１．学校の中のクミの好きな場所は（   図書館   ）です。 
２．読書が好きで、（   外国   ）にも興味があります。 
３．図書館のガイドブックから（   情報   ）を得ることができます。 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
in my school 学校の中で   my favorite place お気に入りの場所   library 図書室 
reading  読書  am interested in ～ ～に興味がある  foreign countries  外国 
guidebook(s) ガイドブック   can ～ ～することができる 
information 情報   learn ～ ～を学ぶ   languages  言語    
fun  楽しい 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう           No.1bw086 
 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 [         ]内
の語を正しく並べ替えましょう。文の最初に来る文字は、大文字で書き始めましょう。 
 

In my school, my favorite place is the library.  [ I like 

reading very much ].  I am interested in foreign countries, too. 

[ Our library has some guidebooks ].  [ We can get some 

information ] from them.  [ We can learn about some 

languages ], too.  It’s fun. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。（     ）に

入る英文を下の枠の中から選び、書きましょう。 

In my school, my favorite place is the library. 

( I like reading very much. )  I am interested in foreign 

countries, too. 

( Our library has some guidebooks. )  We can get some 

information from them.  ( We can learn about some languages, 

too. )    It’s fun. 

 

Our library has some guidebooks. 
I like reading very much. 
We can learn about some languages, too. 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw087 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

 
 
 
 

In my school, my favorite place is the library.  I like reading 

very much.  I am interested in foreign countries, too. 

Our library has some guidebooks.  We ( can ) ( get ) some 

information from them.  We ( can ) ( learn ) about some 

languages, too. It’s fun. 
 
 
 
 
 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

 
 
 
 

In my school, my favorite place (  is  ) the library.  I 

( like ) reading ( very ) ( much ).  I am interested in foreign 

countries, too. 

Our library (  has  ) some guidebooks.  (  We ) ( can ) 

(  get  ) some information from them.  ( We ) (  can  ) 

(  learn  ) about some languages, too. It’s fun. 
 
 

解答 

メモ 
 好きな場所 図書室   読書 大好き   外国にも興味あり 
 図書室 ガイドブックがある   情報を得ることができる    
 言葉についても学ぶことができる   楽しい 
 

メモ 
 好きな場所 図書室   読書 大好き   外国にも興味あり 
 図書室 ガイドブックがある   情報を得ることができる    
 言葉についても学ぶことができる   楽しい 
 



Step４  表現しよう                        No.1bw088 
クミが、海外の友だちに学校での生活について伝えようとしています。 
クミになったつもりで、次のメモを参考に英文を書きましょう。 

 
 
 
 

 

①In my school, my favorite place is the library. 

 ②I like reading very much. 

 ③I am interested in foreign countries, too. 

 ④Our library has some guidebooks. 

 ⑤We can get some information from them. 

 ⑥We can learn about some languages, too. 

⑦It’s fun. 

 

解答例 

メモ 
 ①学校で好きな場所 図書室  ②読書が大好き  ③外国にも興味あり 
 ④図書室 ガイドブックがある   ⑤情報を得ることができる    
 ⑥言葉についても学ぶことができる   ⑦楽しい 
 


