
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】３  No.1bw129 
 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Kumi：    OK.  Look.  Hold it here.  Move these flaps. 
Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

    Here you are. 
This paper will show you how to make it. 

         Please try it. 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
 
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．クミは、「帆（ほ）を（     ）。パタパタするところを（      ）。」と、

だましぶねのやり方を見せます。 
２．たねあかしを知って、スミス先生は、「作り方を（         ）」とクミに

たのみます。 
３．クミは作り方をかいた紙をみせて「（           ）」と言います。 
 
 
語（句）を確認しよう 
OK.  いいわよ。  Look.  見て。ほら。  hold ～  ～をもつ 
Hold it here.  ここを持って。  move ～  ～を動かす 
these flaps  この（２つの）パタパタするところ  tell me ～  ～を（私に）教える 
how to make it  その作り方  Sure.  いいですよ。  Here you are.  はい、どうぞ。 
paper  紙   show  見せる、示す      try ～  ～をしてみる   
Please try it.  （それを）やってみてください。 
Thank you.  ありがとう。  You are welcome.  どういたしまして。 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw130 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。[         ]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：    OK.  Look.  [ it / hold / here / . ] 
          [ these flaps / move / . ] 
Mr. Smith： Wow!  [ how to make it / tell / me / . ] 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

    Here you are.  
This paper will show you how to make it. 

 [ it / try / please / . ] 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
 
 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。（     ）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：    OK.  Look.  (  Hold it here.  )   
         Move these flaps. 
Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

Here you are.  
This paper will show you how to make it. 

 (    Please try it.    ) 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
Please try it. 
Hold it here. 
 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw131 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。次の日本語を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

Kumi：    OK. (      ). ( H  old ) it here.  
(     ) these flaps. 

Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure. （作り方がかいてある紙を見せて） 
Kumi：    Here you are.  

This paper will show you how to make it. 
( P  ease ) ( try    ) it. 

Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 

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

て見せました。次の日本語を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
Kumi：    OK.  Look.  (     ) ( it     ) here.   

(     ) these flaps. 
Mr. Smith： Wow!  ( T   ell ) (    me ) how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 
Kumi：    Here you are.   

This paper will show you how to make it. 
( Pl ease ) (    ) (    ). 

Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 



Step４  表現しよう                        No.1bw132 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 

 

 

 

Kumi：    OK.                    

                                                      

Mr. Smith： Wow!                   how to make it. 

Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

Kumi：    Here you are.  

         This paper will show you how to make it. 

                                                                        

Mr. Smith： Thank you. 

Kumi：    You are welcome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 



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】３  No.1bw129 
 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Kumi：    OK.  Look.  Hold it here.  Move these flaps. 
Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

    Here you are. 
This paper will show you how to make it. 

         Please try it. 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
 
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．クミは、「帆（ほ）を（ 持って ）。パタパタするところを（ 動かして ）。」と、

だましぶねのやり方を見せます。 
２．たねあかしを知って、スミス先生は、「作り方を（ 教えてください ）」とクミに

たのみます。 
３．クミは作り方をかいた紙をみせて「（ やってみてください ）」と言います。 
 
 
語（句）を確認しよう 
OK.  いいわよ。  Look.  見て。ほら。  hold ～  ～をもつ 
Hold it here.  ここを持って。  move ～  ～を動かす 
these flaps  この（２つの）パタパタするところ  tell me ～  ～を（私に）教える 
how to make it  その作り方  Sure.  いいですよ。  Here you are.  はい、どうぞ。 
paper  紙   show  見せる、示す      try ～  ～をしてみる   
Please try it.  （それを）やってみてください。 
Thank you.  ありがとう。  You are welcome.  どういたしまして。 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw130 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。[         ]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：    OK.  Look.  [ Hold it here. ] 
          [ Move these flaps. ] 
Mr. Smith： Wow!  [ Tell me how to make it. ] 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

    Here you are.  
This paper will show you how to make it. 

 [ Please try it. ] 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
 
 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。（     ）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：    OK.  Look.  ( Hold it here.)   
         Move these flaps. 
Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

Here you are.  
This paper will show you how to make it. 

 ( Please try it. ) 
Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 
Please try it. 
Hold it here. 
 



Step３ ① 表現しよう                      No.1bw131 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。次の日本語を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

Kumi：    OK. ( Look ). ( Hold ) it here.  
( Move ) these flaps. 

Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 
Kumi：    Sure. （作り方がかいてある紙を見せて） 
Kumi：    Here you are.  

This paper will show you how to make it. 
( Please ) ( try ) it. 

Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 

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

て見せました。次の日本語を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
Kumi：    OK.  Look. ( Hold ) ( it ) here.   

( Move ) these flaps. 
Mr. Smith： Wow! ( Tell ) ( me ) how to make it. 
Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 
Kumi：    Here you are.   

This paper will show you how to make it. 
( Please ) ( try ) ( it ). 

Mr. Smith： Thank you. 
Kumi：    You are welcome. 
 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 



Step４  表現しよう                        No.1bw132 
クミ（Kumi）は、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）に折り紙の「だましぶね」をやっ

て見せました。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 

 

 

 

Kumi：    OK.  Hold it here.   

         Move these flaps.      

Mr. Smith： Wow!  Tell me how to make it. 

Kumi：    Sure.（作り方がかいてある紙をみせて） 

Kumi：    Here you are.  

         This paper will show you how to make it. 

         Please try it.                              

Mr. Smith： Thank you. 

Kumi：    You are welcome. 
 

クミ：    いいわよ。見て。ここを持って。この（２つの）パタパタするところを動かして。 
スミス先生： わぁ！その作り方を教えてください。 
クミ：    いいですよ。 （作り方がかいてある紙を見せて） 

はい、どうぞ。この紙にかいてあります。（この紙があなたに作り方を見せますよ。） 
それをやってみてください。 

スミス先生： ありがとう。 
クミ：    どういたしまして。 


