
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 【買い物①】          No.1bw161 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  Next, please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  Large or small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
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．健は何を注文しましたか。 

（               ） 
２．健は、お店で食べますか。それとも持ち帰りますか。 

（               ） 
３．コーラはどのサイズを注文しますか。 

（               ） 
４．健が注文したものは、全部でいくらですか。 

（               ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 

apple pie  アップルパイ    
For here or to go?  ここで食べますか、それとも持ち帰りますか 
dollar  ドル（アメリカの通貨単位）   cent  セント（アメリカの通貨単位） 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw162 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。その会話

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。 

clerk:  Next, please. 
Ken:  I ( w       ) a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  Large (  o       ) small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  How [ is / much / it ]? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。その会話

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。 

clerk:  (                           ) 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  (                            ) 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  (                             ) 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
 
 
 
 

Large or small cola? 
How much is it?  
Next, please. 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw163 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。店員にな

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。 
 
 
 

clerk:         , please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here        to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:         or small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here       . 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。健になっ

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。 
 
 
 
 
clerk:  Next, please. 
Ken:  I      a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:       , please. 
clerk:  Large or small cola? 
Ken:        , please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.         is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 

・ここで食べるのか、持ち帰るのかをたずねる 
・コーラのサイズをたずねる （サイズは large と small がある） 

・ハンバーガー、アップルパイ、コーラを注文する 
・お店で食べる 
・大きなサイズのコーラを注文する 



Step4  表現しよう                                                    No.1bw164 
１．健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。店員

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。 
 
 
 

clerk:         , please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:                
Ken:  Here, please.  
clerk:                   
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here              . 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
２．健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。健に

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。 
 
 
 
 
clerk:  Next, please. 
Ken:  I      a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:                    
clerk:  Large or small cola? 
Ken:                    
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.                    
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 

 

・ここで食べるのか、持ち帰るのかをたずねる 
・コーラのサイズをたずねる （サイズは large と small がある） 
 

・ハンバーガー、アップルパイ、コーラを注文する 
・お店で食べる 
・大きなサイズのコーラを注文する 



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 【買い物①】           No.1bw161 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  Next, please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  Large or small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
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．健は何を注文しましたか。 

（ ハンバーガー、アップルパイ、コーラ ） 
２．健は、お店で食べますか。それとも持ち帰りますか。 

（    お店で食べる    ） 
３．コーラはどのサイズを注文しますか。 

（    大きなサイズ    ） 
４．健が注文したものは、全部でいくらですか。 

（    2 ドル 50 セント     ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 

解答 

apple pie  アップルパイ    
For here or to go?  ここで食べますか、それとも持ち帰りますか 
dollar  ドル（アメリカの通貨単位）   cent  セント（アメリカの通貨単位） 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw162 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。その会話

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。 

clerk:  Next, please. 
Ken:  I (  want  ) a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  Large (  or  ) small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  How [ much is it ]? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。その会話

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。 
clerk:  (   Next, please.    ) 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:  (   Large or small cola?   ) 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.  (   How much is it?   ) 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
 
 
 
 
 

解答 

Large or small cola? 
How much is it?  
Next, please. 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw163 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。店員にな

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。 
 
 
 

clerk:    Next , please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here    or   to go? 
Ken:  Here, please. 
clerk:   Large or small cola? 
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are . 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。健になっ

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。 
 
 
 
 
clerk:  Next, please. 
Ken:  I  want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:   Here ,please. 
clerk:  Large or small cola? 
Ken:   Large , please. 
 
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.   How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 

・ここで食べるのか、持ち帰るのかをたずねる 
・コーラのサイズをたずねる （サイズは large と small がある） 
 

・ハンバーガー、アップルパイ、コーラを注文する 
・お店で食べる 
・大きなサイズのコーラを注文する 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.1bw164 
１．健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。店員

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。 
 
 
 

clerk:   Next , please. 
Ken:  I want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:   For here or to go?  
Ken:  Here, please.  
clerk:   Large or small cola?    
Ken:  Large, please. 
 
clerk:  Here you are . 
Ken:  Thank you.  How much is it? 
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 
２．健( Ken )はアメリカのハンバーガーショップで店員( clerk )に注文をしています。健に

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。 
 
 
 
 
clerk:  Next, please. 
Ken:  I  want a hamburger, an apple pie, and cola, please. 
clerk:  For here or to go? 
Ken:   Here, please.   
clerk:  Large or small cola? 
Ken:   Large, please.    
clerk:  Here you are. 
Ken:  Thank you.   How much is it?   
clerk:  Two dollars and 50 cents, please.  Thank you. 
 

 

解答例 
・ここで食べるのか、持ち帰るのかをたずねる 
・コーラのサイズをたずねる （サイズは large と small がある） 
 

・ハンバーガー、アップルパイ、コーラを注文する 
・お店で食べる 
・大きなサイズのコーラを注文する 


