
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【ALTの先生と話をしよう】１  No.1bw121 
 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Kumi：    May I talk to you? 
Mr.Smith： Sure. 
Kumi：    Please look at this. 
Mr.Smith： OK. What’s this? Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is. Hold the sail, please. 
Mr.Smith： OK. 
Kumi：    Please close your eyes. No, no, no. 

 Don’t open your eyes. One, two, three! 
 Open your eyes, please. 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
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．折り紙の「だましぶね」を見せて、クミはスミス先生に、「ヨットの帆を

（            ）」と言います。 
２．次に「目を（          ）」と言います。 
３．３まで数えたあと、「目を（          ）」と言います。 
 
 
語（句）を確認しよう 
May I talk to you?  話してもいいですか？  Sure.  いいですよ。 
Please ～. / ～, please.  ～してください。  look at ～  ～を見る  this  これ 
what  何  yacht  ヨット  hold ～  ～を持っている  sail  帆（ほ） 
close ～  ～を閉じる（とじる）  your  あなたの  eye(s)  目 
Don’t ～.  ～してはいけません。  open ～  ～を開ける 
It’s sinking.  沈んじゃうよ。 
 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw122 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。[         ]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。 
Kumi：    May I talk to you? 
Mr.Smith： Sure. 
Kumi：    [ this / look at / please / . ] 
Mr.Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  [ hold / please / the sail / , / . ] 
Mr.Smith： OK. 
Kumi：    [ close / please / your eyes / . ]  No, no, no. 

 [ your eyes / open / don’t / . ]  One, two, three! 
 [ open / please / your eyes /, / . ] 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書

きましょう。 

Kumi：    May I talk to you? 

Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (       Please look at this.       ) 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    Please close your eyes.  No, no, no.  

  (     Don’t open your eyes.     ) One, two, three! 
 (      Open your eyes, please.      ) 

Mr. Smith： What?  It’s sinking!  Oh, no! 
 
Don’t open your eyes. 
Please look at this. 
Open your eyes, please. 
 

 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw123 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。

Kumi：    May I talk to you? 
Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (          ) (           ) at this. 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    (          ) (           ) your eyes.   

 No, no, no. (          ) (          ) your eyes.   
 One, two, three! 
 Open your eyes, please. 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

Kumi：    May I talk to you? 
Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (         ) (         ) (         ) (         ). 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    (         ) (         ) (         ) (         ).   
         No, no, no.    
         (         ) (         ) (         ) (         ). 

 One, two, three!  Open your eyes, please. 
Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 



Step４  表現しよう                        No.1bw124 
 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。 
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。 

 

Kumi：    May I talk to you? 

Mr.Smith： Sure. 

Kumi：                                                

Mr.Smith： OK. What’s this? Is it a yacht? 

Kumi：    Yes, it is.                                    

Mr.Smith： OK. 

Kumi：                                       No, no, no. 

                               One, two, three! 

                                       

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 



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【ALTの先生と話をしよう】１  No.1bw121 
 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Kumi：    May I talk to you? 
Mr.Smith： Sure. 
Kumi：    Please look at this. 
Mr.Smith： OK. What’s this? Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is. Hold the sail, please. 
Mr.Smith： OK. 
Kumi：    Please close your eyes. No, no, no. 

 Don’t open your eyes. One, two, three! 
 Open your eyes, please. 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
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．折り紙の「だましぶね」を見せて、クミはスミス先生に、「ヨットの帆を 

（    持っていてください    ）」と言います。 
２．次に「目を（  閉じてください  ）」と言います。 
３．３まで数えたあと、「目を（  開けてください  ）」と言います。 
 
 
語（句）を確認しよう 
May I talk to you?  話してもいいですか？  Sure.  いいですよ。 
Please ～. / ～, please.  ～してください。  look at ～  ～を見る  this  これ 
what  何  yacht  ヨット  hold ～  ～を持っている  sail  帆（ほ） 
close ～  ～を閉じる（とじる）  your  あなたの  eye(s)  目 
Don’t ～.  ～してはいけません。  open ～  ～を開ける 
It’s sinking.  沈んじゃうよ。 
 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw122 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。[         ]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。 
Kumi：    May I talk to you? 
Mr.Smith： Sure. 
Kumi：    [  Please look at this. ] 
Mr.Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  [  Hold the sail, please.  ] 
Mr.Smith： OK. 
Kumi：    [  Please close your eyes.  ]  No, no, no. 

 [  Don’t open your eyes.  ]  One, two, three! 
 [  Open your eyes, please.  ] 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。（     ）に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書

きましょう。 

Kumi：    May I talk to you? 

Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (   Please look at this.  ) 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    Please close your eyes.  No, no, no.  

  (     Don’t open your eyes.     ) One, two, three! 
 (      Open your eyes, please.    ) 

Mr. Smith： What?  It’s sinking!  Oh, no! 
 
Don’t open your eyes. 
Please look at this. 
Open your eyes, please. 
 

 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw123 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。

Kumi：    May I talk to you? 
Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (  Please  ) (  look  ) at this. 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    (  Please  ) (  close  ) your eyes.   

 No, no, no. (  Don’t  ) (  open  ) your eyes.   
 One, two, three! 
 Open your eyes, please. 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。次のメモを参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 

Kumi：    May I talk to you? 
Mr. Smith： Sure. 
Kumi：    (  Please  ) (  look  ) (  at  ) (  this  ). 
Mr. Smith： OK.  What’s this?  Is it a yacht? 
Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 
Mr. Smith： OK. 
Kumi：    (  Please  ) (  close  ) (  your  ) (  eyes  ).   
         No, no, no.    
         (  Don’t  ) ( open  ) ( your  ) ( eyes  ). 

 One, two, three!  Open your eyes, please. 
Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 



Step４  表現しよう                        No.1bw124 
 
クミ（Kumi）が、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をしよ

うとして話しかけています。 
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。 

 

Kumi：    May I talk to you? 

Mr.Smith： Sure. 

Kumi：    Please look at this. 

Mr.Smith： OK. What’s this? Is it a yacht? 

Kumi：    Yes, it is.  Hold the sail, please. 

Mr.Smith： OK. 

Kumi：    Please close your eyes.  No, no, no. 

 Don’t open your eyes.  One, two, three! 

 Open your eyes, please. 

Mr. Smith： What? It’s sinking! Oh, no! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

メモ 
 これを見てください。  帆のところを持っていてください。  目を閉じてください。 
 目を開けてはだめ  １、２、３  目をあけてください。 


