
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 【道案内①】            No.1bw137 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 

 

 
モデル文を確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えましょう。 
 
１．女性はどこに行きたいのですか。  

（                       ） 
２．その場所へは、駅から何を目印に行けばいいですか。 

（                       ） 
３．その目印が見えてきたら、どちら側に曲がるのですか。 

（                       ） 
４．女性の行きたい場所は、何の建物の隣にあるのですか。 

（                    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 
 

Midori City Hospital  みどり市民病院   straight  まっすぐに 
left 左に   bank  銀行   over there  向こうに   next to ~  ～のとなりに 
City Hall  市役所 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw138 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、

（   ）に最初の文字に続けて適切な語を入れましょう。また、［   ］内の語を正し

く並べ替えましょう。 

woman: Excuse ( m        ). 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and [ at / turn / left ] the bank. 
woman:   The bank ( o         ) there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re ( w         ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、

（   ）に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
 

woman: (                              ) 
Ken: Yes. 
woman:   (                              ) 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   (                              ) 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
 
 
 
 
 
 
 

The bank over there? 
Where is Midori City Hospital? 
Excuse me. 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw139 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その

女性になったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句や英文を書きましょう。 
 
 
 
 

woman:         me. 
Ken: Yes. 
woman:              Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank               there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:                     very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、健に

なったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な英文を書きましょう。 
 
 
 
 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and           at the bank. 
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is        City 

Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re          . 
 
 

女性が教えてほしいことと確認したいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・向こうに見える銀行が目印なのか 

教える内容 
・まっすぐに進んで銀行を左に曲がる 
・市役所のとなりにある 



Step4 ① 表現しよう                                               No.1bw140 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その

女性になったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 

woman:                  
Ken: Yes. 
woman:                      
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank                               ? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:                                  
Ken:    You’re welcome. 
 
Step4 ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、健に

なったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:                                               
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.                                       
                                
woman:   Thank you very much. 
Ken:                         
 
 

女性が教えてほしいことと確認したいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・向こうに見える銀行が目印なのか 

教える内容 
・まっすぐに進んで銀行を左に曲がる 
・市役所のとなりにある 



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 【道案内①】            No.1bw137 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 

 

 
モデル文を確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えましょう。 
 
１．女性はどこに行きたいのですか。  

（    みどり市民病院    ） 
２．その場所へは、駅から何を目印に行けばいいですか。 

（    銀行    ） 
３．その目印が見えてきたら、どちら側に曲がるのですか。 

（    左側に曲がる    ） 
４．女性の行きたい場所は、何の建物の隣にあるのですか。 

（    市役所の隣に     ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 
 

Midori City Hospital  みどり市民病院   straight  まっすぐに 
left 左に   bank  銀行   over there  向こうに   next to ~  ～のとなりに 
City Hall  市役所 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw138 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、

（   ）に最初の文字に続けて適切な語を入れましょう。また、［   ］内の語を正し

く並べ替えましょう。 

woman: Excuse (  me  ). 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and [ turn left at ] the bank. 
woman:   The bank (   over   ) there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re (   welcome   ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、

（   ）に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
 
woman:      (    Excuse me.   ) 
Ken: Yes. 
woman:   (    Where is Midori City Hospital?    ) 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   (    The bank over there?       ) 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The bank over there? 
Where is Midori City Hospital? 
Excuse me. 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw139 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その

女性になったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 

woman:  Excuse  me. 
Ken: Yes. 
woman:    Where is    Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank   over   there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:     Thank you   very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、健に

なったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:    Go straight and  turn left  at the bank. 
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is  next to   City 

Hall. 
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re  welcome  . 
 
 

女性が教えてほしいことと確認したいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・向こうに見える銀行が目印なのか 

教える内容 
・まっすぐに進んで銀行を左に曲がる 
・市役所のとなりにある 

解答例 



Step4 ① 表現しよう                                               No.1bw140 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その

女性になったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な語句や英文を書きましょう。 
 
 
 
 

woman: Excuse me.  
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital?  
Ken:    Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank  over there   ? 
Ken:  Yes.  Midori City Hospital is next to City Hall. 
woman:   Thank you very much.       
Ken:    You’re welcome. 
 
Step4 ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の女性( woman )に話しかけられました。次の会話文を読んで、健に

なったつもりで次の日本語を参考に下線部に適切な英文を書きましょう。 
 
 
 
 

woman: Excuse me. 
Ken: Yes. 
woman:   Where is Midori City Hospital? 
Ken:     Go straight and turn left at the bank. 
woman:   The bank over there? 
Ken:  Yes.   Midori City Hospital is next to    
 City Hall.    
woman:   Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome.  
 
 

女性が教えてほしいことと確認したいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・向こうに見える銀行が目印なのか 

教える内容 
・まっすぐに進んで銀行を左に曲がる 
・市役所のとなりにある 

解答例 


