
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②】          No.1bw141 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:    How long does it take? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    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．男性はどこに行きたいのですか。  

（                       ） 
２．その場所へは、何番のバスに乗ればいいのですか。 

（                       ） 
３．男性はそれから何を聞きましたか。 

（                       ） 
４．健は何と答えましたか。 

（                    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 

which どの～   City Library 市立図書館   over there  向こうに    
it takes ~   ～( 時間などが )かかる   minute  分 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw142 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 

man: Excuse me. 
 Which bus ( g        ) to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    ( T       ) Bus No.2.  It’s ( o       ) there. 
man:    How long [ take / does / it ]? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re ( w        ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 
 

man: Excuse me. 
 (                                  ) 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:    (                                  ) 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    (                                  ) 
Ken:    You’re welcome. 
 
 
 
 
 

Thank you very much. 
How long does it take? 
Which bus goes to City Library? 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw143 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus          City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:                 does it take? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:                very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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や英文を書きましょう。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:             No.2. It’s         . 
man:    How long does it take? 
Ken:           about ten minutes. 
man:    Thank you very much. 
Ken:                          
 

男性が教えてほしいこと 
・どのバスに乗れば市立図書館へ行くのか 
・どのくらいの時間がかかるのか 

教える内容 
・２番のバスにのること   ・それは向こうにあるバスだということ 
・図書館までバスで約１０分かかるということ 



Step4 ① 表現しよう                                               No.1bw144 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

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英文を書きましょう。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
                                       
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:                                                
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:                 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step4 ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:                                 
man:    How long does it take? 
Ken:                                
man:    Thank you very much. 
Ken:                                       

男性が教えてほしいこと 
・どのバスに乗れば市立図書館へ行くのか 
・どのくらいの時間がかかるのか 

教える内容 
・２番のバスにのること   ・それは向こうにあるバスだということ 
・図書館までバスで約１０分かかるということ 
 



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②】           No.1bw141 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:    How long does it take? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    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．男性はどこに行きたいのですか。  

（      市立図書館      ） 
２．その場所へは、何番のバスに乗ればいいのですか。 

（     ２番のバス          ） 
３．男性はそれから何を聞きましたか。 

（     市立図書館までどのくらいかかるのか     ） 
４．健は何と答えましたか。 

（     およそ１０分     ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 

解答 

which どの～   City Library 市立図書館   over there  向こうに    
it takes ~   ～( 時間などが )かかる   minute  分 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw142 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 

man: Excuse me. 
 Which bus (  goes  ) to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    (  Take  ) Bus No.2.  It’s (  over  ) there. 
man:    How long [ does it take ]? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re ( welcome ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 
 

man: Excuse me. 
     (  Which bus goes to City Library?   ) 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:    (  How long does it take?  ) 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:    (  Thank you very much.    ) 
Ken:    You’re welcome. 
 
 
 
 
 
 

解答 

Thank you very much. 
How long does it take? 
Which bus goes to City Library? 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw143 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus  goes to  City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:       How long    does it take? 
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:      Thank you    very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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や英文を書きましょう。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:     Take Bus  No.2. It’s over there . 
man:    How long does it take? 
Ken:   It takes  about ten minutes. 
man:    Thank you very much. 
Ken:      You’re welcome.    
 

男性が教えてほしいこと 
・どのバスに乗れば市立図書館へ行くのか 
・どのくらいの時間がかかるのか 

教える内容 
・２番のバスにのること   ・それは向こうにあるバスだということ 
・図書館までバスで約１０分かかるということ 
 

解答例 



Step4 ① 表現しよう                                               No.1bw144 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

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英文を書きましょう。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
  Which bus goes to City Library?   
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2. It’s over there. 
man:      How long does it take?   
Ken:  It takes about ten minutes. 
man:     Thank you very much.   
Ken:    You’re welcome. 
 
Step4 ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
 Which bus goes to City Library? 
Ken: City Library? 
man:    Yes. 
Ken:    Take Bus No.2.     It’s over there.  
man:    How long does it take? 
Ken:  It takes about ten minutes.   
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome.    

男性が教えてほしいこと 
・どのバスに乗れば市立図書館へ行くのか 
・どのくらいの時間がかかるのか 

教える内容 
・２番のバスにのること   ・それは向こうにあるバスだということ 
・図書館までバスで約１０分かかるということ 
 

解答例 


