
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【食事①】      No.1bw153 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．ジョンは何を飲みますか。 
                    （           ） 
２．健のお母さんは、ジョンに何を使うように言いましたか。 
                    （            ） 
３．健のお父さんは、健に何を持ってくるように言いましたか。 
                    （           ） 
４．健のお父さんは、健に何を使うように言いましたか。 
                    （           ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
welcome to ~  ～へようこそ    
What would you like to drink?  飲み物はいかがですか   cola  コーラ 
bring  持ってくる   chopsticks  はし 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.1bw154 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
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。 
 

Ken’s mother: ( W             ) to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here [  are / you  ].  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: ( L        ) cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
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。 

Ken’s mother: Welcome to my house. 
   (                                  ) 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   (                                 ) 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: (                                 )   

Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
 
 
 

What would you like to drink?  
Let’s cook. 
Thank you. 



Step3 ① 表現しよう                                             No.1bw155 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
健のお母さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完

成させましょう。 
 
 
 
Ken’s mother:            my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here       .  

Use               ,please. 
John:   Thank you.  
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
健のお父さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完

成させましょう。 
 

 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that         here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father:      cook.   

Ken,          chopsticks. 
Ken:   OK. 

・ジョンを歓迎する言葉を伝える 
・飲み物を何にするかをたずねる 
・このいすを使うように伝える 
 

・健にあの小さなテーブルをここに持ってくるように伝える 
・料理をしようと言う 
・健に、このはしを使うように指示する 



Step4  表現しよう                                               No.1bw156 
１．ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしてい

ます。健のお母さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書

き、完成させましょう。 
 
 
 
Ken’s mother:                         
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here       .  

                              
John:   Thank you.  
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
２．ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしてい

ます。健のお父さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書

き、完成させましょう。 
 

 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken,                    
Ken:   Sure. 
Ken’s father:                   

Ken,             chopsticks. 
Ken:   OK. 

・ジョンを歓迎する言葉を伝える 
・飲み物を何にするかをたずねる 
・このいすを使うように伝える 
 

・健にあの小さなテーブルをここに持ってくるように伝える 
・料理をしようと言う 
・健に、このはしを使うように指示する 



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【食事①】      No.1bw153 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．ジョンは何を飲みますか。 
                    （    コーラ    ） 
２．健のお母さんは、ジョンに何を使うように言いましたか。 
                    （     いす     ） 
３．健のお父さんは、健に何を持ってくるように言いましたか。 
        （   あの小さなテーブル  ）「小さなテーブル」でも可 
４．健のお父さんは、健に何を使うように言いましたか。 
                    （    はし     ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
welcome to ~  ～へようこそ    
What would you like to drink?  飲み物はいかがですか   cola  コーラ 
bring  持ってくる   chopsticks  はし 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.1bw154 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
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。 
 

Ken’s mother: (  Welcome  ) to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here [  you are  ].  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: ( Let’s ) cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
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。 

Ken’s mother: Welcome to my house. 
   (   What would you like to drink?   ) 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   (   Thank you.   ) 
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: (    Let’s cook.  )   

Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
 
 
 

What would you like to drink?  
Let’s cook. 
Thank you. 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                             No.1bw155 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
健のお母さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完

成させましょう。 
 
 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are .  

Use  this chair  ,please. 
John:   Thank you.  
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしています。 
健のお父さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完

成させましょう。 
 

 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small chair here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.   

Ken,  use these  chopsticks. 
Ken:   OK. 

・ジョンを歓迎する言葉を伝える 
・飲み物を何にするかをたずねる 
・このいすを使うように伝える 
 

・健にあの小さなテーブルをここに持ってくるように伝える 
・料理をしようと言う 
・健に、このはしを使うように指示する 

解答例 



Step4  表現しよう                                               No.1bw156 
１．ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしてい

ます。健のお母さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書

き、完成させましょう。 
 
 
 
Ken’s mother:  Welcome to my house.   
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are .  

 Use this chair, please.    
John:   Thank you.  
Ken’s father: Ken, please bring that small table here. 
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.  Ken, use these chopsticks. 
Ken:   OK. 
 
２．ジョン( John )は健( Ken )の家に招かれました。バーベキューの準備を庭でしてい

ます。健のお父さんになったつもりで次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書

き、完成させましょう。 
 

 
 
Ken’s mother: Welcome to my house. 
   What would you like to drink? 
John:   Cola, please. 
Ken’s mother: Here you are.  Use this chair, please. 
John:   Thank you. 
Ken’s father: Ken, please bring that small chair here.  
Ken:   Sure. 
Ken’s father: Let’s cook.    

Ken,  use these  chopsticks. 
Ken:   OK. 

・ジョンを歓迎する言葉を伝える 
・飲み物を何にするかをたずねる 
・このいすを使うように伝える 
 

・健にあの小さなテーブルをここに持ってくるように伝える 
・料理をしようと言う 
・健に、このはしを使うように指示する 

解答例 


