
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②】      No.1bw157 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken’s father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   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、おかわりをしますか。 
                    （           ） 
２．健のお父さんは、健とジョンに何をするように言いましたか。 
                    （            ） 
３．健は、ジョンに何をとってほしいと言いましたか。 
                    （           ） 
４．健は、ジョンに何を使うように言いましたか。 
                    （           ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
would you like some more?  おかわりはいかがですか   full  おなかがいっぱい 
clean up  片づける   glass  コップ   give  与える   sponge  スポンジ 
detergent  洗剤 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.1bw158 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。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 father: John, would you like some more? 
John:   No, ( t       ) you.  I’m full. 
Ken’s father: Then, ( l       ) clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here [ are / you ]. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。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 father: John, would you like some more? 
John:   (                                     ) 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   (                                     ) 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  (                                   ) 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
 
 
 
 
 

Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Here you are. 
No, thank you.  I’m full. 
 



Step3 ① 表現しよう                                             No.1bw159 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。ジョンになったつ

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 father: John, would you like some more? 
John:   No,       .  I’m full. 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.         are. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。健のお父さんや健

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 father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then,        clean up. 
   Ken and John,         and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John,       the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.         this detergent. 
John:   OK. 
 

・おかわりはもう結構ですということとおなかいっぱいだと伝える 
・健にスポンジを渡す 

・健のお父さんは片づけをしようと二人に言う 
・健のお父さんは、健とジョンにお皿とコップを洗うように言う 
・健は、ジョンにスポンジをとってくれるように言う 
・健は、この洗剤を使うように言う 



Step4  表現しよう                                               No.1bw160 
１．ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。ジョンになっ

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 father: John, would you like some more? 
John:                      
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.             
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
２．ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。健のお父さん

や健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 father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then,            up. 
   Ken and John,              
Ken and John: OK. 
Ken:   John,       the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.            detergent. 
John:   OK. 
 
 

・おかわりはもう結構ですということとおなかいっぱいだと伝える 
・健にスポンジを渡す 

・健のお父さんは片づけをしようと二人に言う 
・健のお父さんは、健とジョンにお皿とコップを洗うように言う 
・健は、ジョンにスポンジをとってくれるように言う 
・健は、この洗剤を使うように言う 
 



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②】      No.1bw157 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken’s father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   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、おかわりをしますか。 
                    （    いいえ   ） 
２．健のお父さんは、健とジョンに何をするように言いましたか。 
             （  お皿とコップを洗うように言った  ） 
３．健は、ジョンに何をとってほしいと言いましたか。 
                    （  スポンジ  ） 
４．健は、ジョンに何を使うように言いましたか。 
                    （  洗剤  ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
would you like some more?  おかわりはいかがですか   full  おなかがいっぱい 
clean up  片づける   glass  コップ   give  与える   sponge  スポンジ 
detergent  洗剤 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.1bw158 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。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 father: John, would you like some more? 
John:   No, ( thank ) you.  I’m full. 
Ken’s father: Then, (  let’s  ) clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here [ you are ]. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。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 father: John, would you like some more? 
John:   (  No, thank you.  I’m full.  ) 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   ( Ken and John, wash the dishes and glasses. ) 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  (  Here you are.  ) 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
 
 
 
 
 
 

解答 

Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Here you are. 
No, thank you.  I’m full. 
 



Step3 ① 表現しよう                                             No.1bw159 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。ジョンになったつ

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 father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you .  I’m full. 
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。健のお父さんや健

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 father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then,  let’s clean up. 
   Ken and John,  wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John,  give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.   Use this detergent. 
John:   OK. 

解答例 

・おかわりはもう結構ですということとおなかいっぱいだと伝える 
・健にスポンジを渡す 

・健のお父さんは片づけをしようと二人に言う 
・健のお父さんは、健とジョンにお皿とコップを洗うように言う 
・健は、ジョンにスポンジをとってくれるように言う 
・健は、この洗剤を使うように言う 



Step4  表現しよう                                               No.1bw160 
１．ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。ジョンになっ

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 father: John, would you like some more? 
John:    No, thank you.     I’m full.  
Ken’s father: Then, let’s clean up. 
   Ken and John, wash the dishes and glasses. 
Ken and John: OK. 
Ken:   John, give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are.   
Ken:   Thank you.  Use this detergent. 
John:   OK. 
 
２．ジョン( John )と健( Ken )はバーベキューの後片付けをしています。健のお父さん

や健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 father: John, would you like some more? 
John:   No, thank you.  I’m full. 
Ken’s father: Then,  let’s clean up. 
   Ken and John,  wash the dishes and glasses.  
Ken and John: OK. 
Ken:   John,  give the sponge to me, please. 
John:   OK.  Here you are. 
Ken:   Thank you.   Use this  detergent. 
John:   OK. 

解答例 

・おかわりはもう結構ですということとおなかいっぱいだと伝える 
・健にスポンジを渡す 

・健のお父さんは片づけをしようと二人に言う 
・健のお父さんは、健とジョンにお皿とコップを洗うように言う 
・健は、ジョンにスポンジをとってくれるように言う 
・健は、この洗剤を使うように言う 
 


