
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 【大阪紹介】２                No.2bw033 
 
 ケンは、留学生のジョンに大阪の川について話をしています。その文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 There are a lot of rivers in Osaka. 

  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many fish and birds in those rivers. 

  The Yodogawa River is longer than the Yamatogawa River. 

  But the Shinanogawa River in Niigata is the longest in Japan. 
 
 
 
 
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．大阪には何がたくさんありますか。（     ） 
２．大阪で有名な川が２つ出ています。それらを答えなさい。 （         ） 
３．それらの川では何を見ることができますか。（           ） 
４．淀川と大和川では、どちらが長いですか。（           ） 
５．日本で一番長い川は何ですか   （          ） 

 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
river 川   the Yodogawa River 淀川   the Yamatogawa River 大和川 
famous 有名な   fish 魚   bird 鳥   the Shinanogawa River 信濃川

longest 一番（もっとも）長い 
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw034 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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ましょう。 
 

There are [a / rivers /of /lot ] in Osaka. 
  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many fish and birds in those rivers. 
  The Yodogawa River is (           ) than the Yamatogawa    
River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is the (          ) in 
Japan. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。ただし文頭（文のはじめの部分）に来る文字も

小文字にしています。 

(               ) a lot of rivers in Osaka. 
  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many (              ) in those rivers. 
  The Yodogawa River is (              ) the Yamatogawa River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is (              ) in 
Japan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     the longest        longer than 

    fish and birds     there are 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw035 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。 
 
 
 
 
 
 

There are (        )(        ) of rivers in Osaka. 
  The Yodogawa River (        ) the Yamatogawa River are 
(            ). 

We can (        )(       ) fish and birds in those rivers. 
  The Yodogawa River is (        )(         ) the Yamatogawa 
River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is (      )(            ) 
in Japan. 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。 
 
 
 
 
 
 

 
There are (        )(        )(        )rivers in Osaka. 

  The Yodogawa River (        ) the Yamatogawa River are 
(            ). 

We can (        )(       ) fish (        ) birds in those rivers. 
  The Yodogawa River (      ) (        )(         ) the 
Yamatogawa River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is (      )(            ) 
(      ) Japan. 
 
 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

メモ 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

メモ 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw036 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川について話をしています。ケンになったつもりで、次

のメモを参考にして英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
淀川  the Yodogawa River       大和川  the Yamatogawa River    
信濃川 the Shinanogawa River 
 
                                                                                    

 

                                                                                    

 

                                                                                    

 

                                                                                     

 

                                                                                      

 

                                                                                    

 

                                                                                  

 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

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 【大阪紹介】２                No.2bw033 
 
 ケンは、留学生のジョンに大阪の川について話をしています。その文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 There are a lot of rivers in Osaka. 

  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many fish and birds in those rivers. 

  The Yodogawa River is longer than the Yamatogawa River. 

  But the Shinanogawa River in Niigata is the longest in Japan. 
 
 
 
 
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．大阪には何がたくさんありますか。（  川  ） 
２．大阪で有名な川が２つ出ています。それらを答えなさい。 （  淀川と大和川  ） 
３．それらの川では何を見ることができますか。（  多くの魚や鳥  ） 
４．淀川と大和川では、どちらが長いですか。（  淀川  ） 
５．日本で一番長い川は何ですか   （   信濃川   ） 

 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
river 川   the Yodogawa River 淀川   the Yamatogawa River 大和川 
famous 有名な   fish 魚   bird 鳥   the Shinanogawa River 信濃川

longest 一番（もっとも）長い 
 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw034 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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ましょう。 
 

There are [ a lot of rivers ] in Osaka. 
  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many fish and birds in those rivers. 
  The Yodogawa River is ( longer ) than the Yamatogawa River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is the ( longest ) in 
Japan. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。ただし文頭（文のはじめの部分）に来る文字も

小文字にしています。 

( There are ) a lot of rivers in Osaka. 
  The Yodogawa River and the Yamatogawa River are famous. 

We can see many ( fish and birds ) in those rivers. 
  The Yodogawa River is (  longer than  ) the Yamatogawa 
River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is ( the longest ) in 
Japan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     the longest        longer than 

    fish and birds     there are 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw035 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。 
 
 
 
 
 
 

There are (   a   )(  lot  ) of rivers in Osaka. 
  The Yodogawa River (  and  ) the Yamatogawa River are 
(  famous  ). 

We can (   see   )(    many   ) fish and birds in those rivers. 
  The Yodogawa River is ( longer )( than ) the Yamatogawa River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is ( the )(  longest  ) 
in Japan. 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川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。 
 
 
 
 
 
 

 
There are (  a  )(  lot  )( of )rivers in Osaka. 

  The Yodogawa River (   and  ) the Yamatogawa River are 
( famous ). 

We can (  see  )(  many  ) fish ( and ) birds in those rivers. 
  The Yodogawa River ( is ) ( longer )( than ) the Yamatogawa 
River. 
  But the Shinanogawa River in Niigata is ( the )( longest ) 
(  in  ) Japan. 
 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

メモ 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

メモ 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw036 
 
ケンは、留学生のジョンに大阪の川について話をしています。ケンになったつもりで、次

のメモを参考にして英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
淀川  the Yodogawa River       大和川  the Yamatogawa River   信濃川 the 
Shinanogawa River 
 
 

There are a lot of rivers in Osaka. 

The Yodogawa River and the Yamatogawa River are 

famous. 

We can see many fish and birds in those rivers. 

The Yodogawa River is longer than the Yamatogawa River. 

The Shinanogawa River in Niigata is the longest in Japan. 

大阪：たくさんの川がある 
淀川と大和川：有名 
それらの川：多くの魚や鳥が見られる 
淀川：大和川より長い 
新潟にある信濃川：日本で一番長い 

メモ 

解答 


