
補助ワークブック  ２年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【大きさ比べ】                No.2bw021 
 
 留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。その会話文

を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 John :  I came to Osaka from Canada two years ago.  

 Canada is a very large country.  

  It is larger than Japan. 

 Ken :  Is Canada the largest country in the world? 

 John :  No. Russia is the largest. 

 
 
モデル文を確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 
１．ジョンはカナダから大阪にいつ来ましたか。（                ） 
２．カナダはどんな国ですか。（                      ） 
３．カナダと日本の大きさを比べるとどうですか。（             ） 
４．世界で一番大きな国はどこですか。（                  ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Canada カナダ   large 大きい（広い）   country 国  
larger より大きい（広い）   than~ ～より    
largest いちばん（最も）大きい（広い）   world 世界   Russia ロシア（国名）      
 
 
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw022 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。（   ）

に適切な語を入れましょう。また、［    ］内の語を正しく並べ替えなさい。 
 

John : I came to Osaka from Canada two years ago.  

Canada is a very large country.  

 It is (         ) than Japan. 

 Ken : Is Canada［largest /the /country］in the world? 

 John : No. Russia is the largest. 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。（   ）に

入る語（句）を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 

John : I came to Osaka from Canada (                 ).  

 Canada is a (                   ).  

  It is (               ) Japan. 

Ken :  Is Canada the largest country (                 )? 

John :  No. Russia is the largest. 
 

 
 
 
 
 

 

       in the world     two years ago 

     larger than      very large country 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw023 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

John :  I came to Osaka (        ) Canada two years ago.     
 Canada is a very (             ) country.  

  It is (           )(          ) Japan. 
Ken :  Is Canada (    )(          ) country in the world? 
John :  No. Russia is the(           ). 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

John :  I came (      ) Osaka (        ) Canada two years  
        (        ).  

 Canada is a very (             ) (               ).  
  It is (           )(          ) Japan. 

Ken :  Is Canada (    )(          ) (            ) in the  
        (         )? 
John :  No. Russia is (        )(           ). 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw024 
 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考にして英文を書きましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

John :                                                         

                                                              

                                                                                    

Ken :                                                            

John:                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 



補助ワークブック  ２年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【大きさ比べ】                No.2bw021 
 
 留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。その会話文

を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 John :  I came to Osaka from Canada two years ago.  

 Canada is a very large country.  

  It is larger than Japan. 

 Ken :  Is Canada the largest country in the world? 

 John :  No. Russia is the largest. 

 
 
モデル文を確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 

１．ジョンはカナダから大阪にいつ来ましたか。（  2 年前  ） 
２．カナダはどんな国ですか。（    とても大きい［広い］国   ） 
３．カナダと日本の大きさを比べるとどうですか。（ カナダは日本より大きい ） 
４．世界で一番大きな国はどこですか。（  ロシア  ） 

 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Canada カナダ   large 大きい（広い）   country 国  
larger より大きい（広い）   than~ ～より    
largest いちばん（最も）大きい（広い）   world 世界   Russia ロシア（国名）      
 
 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw022 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。（   ）

に適切な語を入れましょう。また、［    ］内の語を正しく並べ替えなさい。 
 

John : I came to Osaka from Canada two years ago.  

Canada is a very large country.  

 It is ( larger ) than Japan. 

 Ken : Is Canada［the largest country］in the world? 

 John : No. Russia is the largest. 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。（   ）に

入る語（句）を下の枠の中から選び、英文を書きましょう。 

John : I came to Osaka from Canada (   two years ago   ).  

 Canada is a (   very large country   ).  

  It is (  larger than  ) Japan. 

Ken :  Is Canada the largest country (  in the world  )? 

John :  No. Russia is the largest. 
 

 
 
 
 
 

 

       in the world     two years ago 

     larger than      very large country 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw023 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

John :  I came to Osaka (  from  ) Canada two years ago.     
 Canada is a very (  large  ) country.  

  It is (  larger  )(   than   ) Japan. 
Ken :  Is Canada (  the  )(  largest  ) country in the world? 
John :  No. Russia is the (  largest  ). 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 

John :  I came (  to  ) Osaka (  from  ) Canada two years  
        (  ago  ).  

 Canada is a very (  large  ) (  country  ).  
  It is (  larger  )(    than   ) Japan. 

Ken :  Is Canada (  the  )( largest ) (  country  ) in the  
        (  world  )? 
John :  No. Russia is (   the   )(  largest ). 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw024 
 
留学生のジョンはケンにジョンの祖国であるカナダについて話をしています。次のメモを

参考にして英文を書きましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

John : I came to Osaka from Canada two years ago.        

Canada is a very large country.                    

It is larger than Japan.                      

Ken : Is Canada the largest country in the world?          

John: No. Russia is the largest.                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジョン：２年前 カナダから 大阪に来た 
    カナダ とても大きな国 
    日本より大きい 
ケン： カナダ 世界で一番大きな国？ 
ジョン：いいえ。ロシア 一番大きい 

メモ 

解答 


