
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】４  No.1bw133 
 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  Look at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： Please hold the sail, Kumi.   

Close your eyes, please.  Don’t open your eyes.  
One, two, three.  Please open your eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
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．翌日クミに会ったスミス先生は、わくわくしながら「これを（     ）。」とク

ミに言います。 
２．スミス先生は、「帆（ほ）を（     ）。目を（     ）」とクミに言います。 
３．スミス先生は、「目を（           ）。１、２、３。目を（     ）」

と言います。 
 
語（句）を確認しよう 
Hello.  こんにちは。  How are you?  ごきげんいかがですか？ 
I’m excited.  わくわくしている。  look at ～  ～を見る  this  これ 
yacht  ヨット  Let me try ～.  ～を（私に）させて。  Sure.  いいよ。 
Please ～ . / ～ , please.  ～してください。  hold ～  ～をもつ 
sail  帆（ほ）   close ～  ～を閉じる  your eyes  あなたの目 
Don’t ～ .   ～してはいけない。  open ～  ～を開ける 
You did it!  やったね！ 
 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw134 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。[         ]
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。 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  [ this / at / look /. ] 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： [ hold / please / the sail ], Kumi. 

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

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。（     ）

に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  Look at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： (                       ) 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： Please hold the sail, Kumi.   

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

Kumi： Yes!  You did it! 
 
Let me try it. 
Please open your eyes. 
Close your eyes, please. 
 

 

 

 



Step３ ① 表現しよう                       No.1bw135 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。次の日本語

を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  (  Look  ) at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： ( Ple ase ) ( hol  d ) the sail, Kumi.   

( Clos  e ) your eyes, please.  
( Do  n’t ) ( ope   n ) your eyes.   
One, two, three. ( Peas e ) (   open ) your eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。次のメモを

参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  ( L o ok )( a   t )( this   ). 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： (        )(    d  )( the    ) sail, Kumi.  

( Close    )(           ) eyes, please.  
( Don     ’t)( op    en  )( you     r ) eyes.   
One, two, three.   
( P    leas )( op      en )( you     r ) eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 

スミス先生：こんにちは、クミ。           クミ：こんにちは、スミス先生。ごきげんいかが？ 
スミス先生：わくわくしています。これを見てください。 クミ：わぁ！ヨットね。 
スミス先生：（だましぶねを）やります。        クミ：いいですよ。 
スミス先生：帆を持ってください。クミ。 

目を閉じてください。 
    開けちゃだめだよ 目を。 

１，２，３。目を開けてください。      クミ：そのとおり。やったね！ 

スミス先生：こんにちは、クミ。           クミ：こんにちは、スミス先生。ごきげんいかが？ 
スミス先生：わくわくしています。これを見てください。 クミ：わぁ！ヨットね。 
スミス先生：（だましぶねを）やります。        クミ：いいですよ。 
スミス先生：帆を持ってください。クミ。 

目を閉じてください。 
    開けちゃだめだよ 目を。 

１，２，３。目を開けてください。      クミ：そのとおり。やったね！ 



Step４  表現しよう                        No.1bw136 
 
ALT の先生や留学生の人たちと、折り紙をつかって話をしてみましょう。あなたが「だ

ましぶね」でコミュニケーションをしようとすると考えて、日本語を参考に英文を書き

ましょう。 
 
 
 
 
 
 
 

Look at this.  Please hold the sail.  Close your eyes, 

 

One, two, three.  Please open your eyes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

メモ  見て これを。 
もってください 帆を。 
つむって 目を ください。 
開けちゃだめだよ 目を。 
１，２，３。 
あけてください 目を。 



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】４  No.1bw133 
 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  Look at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： Please hold the sail, Kumi.   

Close your eyes, please.  Don’t open your eyes.  
One, two, three.  Please open your eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
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．翌日クミに会ったスミス先生は、わくわくしながら「これを（ 見て ）。」とクミ

に言います。 
２．スミス先生は、「帆（ほ）を（ 持って ）。目を（ 閉じて ）」とクミに言います。 
３．スミス先生は、「目を（ 開けてはいけません ）。１、２、３。目を（開けて）と

言います。 
 
語（句）を確認しよう 
Hello.  こんにちは。  How are you?  ごきげんいかがですか？ 
I’m excited.  わくわくしている。  look at ～  ～を見る  this  これ 
yacht  ヨット  Let me try ～.  ～を（私に）させて。  Sure.  いいよ。 
Please ～ . / ～ , please.  ～してください。  hold ～  ～をもつ 
sail  帆（ほ）   close ～  ～を閉じる  your eyes  あなたの目 
Don’t ～ .   ～してはいけない。  open ～  ～を開ける 
You did it!  やったね！ 
 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                 No.1bw134 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。[         ]
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。 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  [ Look at this. ] 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： [ Please hold the sail ], Kumi. 

[ Close your eyes, please. ] 
[ Don’t open your eyes. ]   
One, two, three. [ Please open your eyes. ] 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。（     ）

に入る英文を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 

Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  Look at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： ( Let me try it. ) 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： Please hold the sail, Kumi.   

( Close your eyes, please.  )  Don’t open your eyes.  
One, two, three.  ( Please open your eyes) 

Kumi： Yes!  You did it! 
 
Let me try it. 
Please open your eyes. 
Close your eyes, please. 
 

 

 

 



Step３ ① 表現しよう                       No.1bw135 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。次の日本語

を参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  ( Look ) at this. 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： ( Please )( hold ) the sail, Kumi.   

( Close ) your eyes, please.  
( Don’t )( open ) your eyes.   
One, two, three. ( Please )( open ) your eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
翌日、ＡＬＴのスミス先生（Mr. Smith）がクミ（Kumi）に話しかけます。次のメモを

参考に（   ）に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
Mr. Smith： Hello, Kumi. 
Kumi：    Hello, Mr. Smith.  How are you? 
Mr. Smith： I’m excited.  ( Look )( at )( this ). 
Kumi：    Wow!  It’s a yacht. 
Mr. Smith： Let me try it. 
Kumi：    Sure. 
Mr. Smith： ( Please )( hold )( the )sail. Kumi. 

( Close )( your ) eyes, please.  
( Don’t )( open )( your )eyes.   
One, two, three.   
( Please )( open )( your ) eyes. 

Kumi：    Yes!  You did it! 
 

スミス先生：こんにちは、クミ。           クミ：こんにちは、スミス先生。ごきげんいかが？ 
スミス先生：わくわくしています。これを見てください。 クミ：わぁ！ヨットね。 
スミス先生：（だましぶねを）やります。        クミ：いいですよ。 
スミス先生：帆を持ってください。クミ。 

目を閉じてください。 
    開けちゃだめだよ 目を。 

１，２，３。目を開けてください。      クミ：そのとおり。やったね！ 

スミス先生：こんにちは、クミ。           クミ：こんにちは、スミス先生。ごきげんいかが？ 
スミス先生：わくわくしています。これを見てください。 クミ：わぁ！ヨットね。 
スミス先生：（だましぶねを）やります。        クミ：いいですよ。 
スミス先生：帆を持ってください。クミ。 

目を閉じてください。 
    開けちゃだめだよ 目を。 

１，２，３。目を開けてください。      クミ：そのとおり。やったね！ 



Step４  表現しよう                        No.1bw136 
 
ALT の先生や留学生の人たちと、折り紙をつかって話をしてみましょう。あなたが「だ

ましぶね」でコミュニケーションをしようとすると考えて、日本語を参考に英文を書き

ましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look at this. Please hold the sail. Close your eyes, please. Don’t 

open your eyes. One, two, three. Please open your eyes. 
 
 
 

メモ  見て これを。 
もってください 帆を。 
つむって 目を ください。 
開けちゃだめだよ 目を。 
１，２，３。 
あけてください 目を。 

解答例 


