
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 【京都観光】              No.2bw045 
 
 次の文章は、ジョンが先週の土曜日に、家族で京都観光をしたことを書いています。その

文章を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

 I went to Kyoto with my family last Saturday.  At first we 

visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and wonderful.  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of beautiful places. 

I took some pictures. We ate yudofu in a Japanese restaurant at 

lunch.  It was so delicious. 
 
 
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．ジョンはいつ京都へ行きましたか。 （             ） 
２．金閣寺はどんなお寺だったですか （             ） 
３．嵐山で何をしましたか。（２つ）  （        ）（        ） 
４．湯どうふの味はどうでしたか。  （             ） 

 
 
語（句）を確認しよう 
 
last Saturday 先週の土曜日   at first はじめに    
Kinkaku-ji Temple 金閣寺 
temple 寺   gold 金色の   wonderful  すばらしい   also また   
Arashiyama 嵐山   place 場所   yudofu 湯どうふ   
Japanese restaurant 日本料理店   lunch 昼食   so とても 
delicious おいしい 
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw046 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、（   ）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。 
 

I ( w        ) to Kyoto with my family ( l       ) Saturday.  At 

first we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and 

wonderful.  

 We also visited Arashiyama. There were ［lot / a / of］beautiful 

places.  I ( t       ) some pictures. We ( a      ) yudofu in a 

Japanese restaurant at lunch.  It was so delicious. 
  
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、（   ）に入

る語（句）を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 

I went to Kyoto with my family (                ).  At first we 

visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and very 

(            ).  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of beautiful places.  

I took some pictures. We ate yudofu in a Japanese restaurant  

(              ).  It was (               ). 

 
 
 

      so delicious       at lunch 

     wonderful    last Saturday 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw47 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、次のメモを参考

に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
  
 I went to Kyoto with my (         ) last (          ).  At 
first we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was (       ) 
and (             ).  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of (           ) 
places. I (        ) some pictures. We (       ) yudofu in a 
(             ) restaurant at (         ).  It was so 
(        ). 

 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、次のメモを参考

に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 I (       ) to Kyoto with my (         ) last (       ).  At 
(     )we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was (     ) and 
(           ).  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of (        ) 
(      ). I (      ) some (       ). We (     ) yudofu in a 
(           ) restaurant at (        ).  It was so (        ). 

 

 

       金閣寺： 金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る 
           日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。   とてもおいしい 

 

メモ 

       金閣寺： 金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る 
           日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。   とてもおいしい 

 

メモ 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw048 
 
ジョンが京都観光をしました。そのときの内容をジョンになったつもりで、次のメモを参考

にして英文を完成させましょう。 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                   

 

                                                                                                     

 

                                                                                                     

 

                                                                                                     

 

                                                                                                         

 

                                                                                                      

 

                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 

       先週の土曜日： 家族と京都へ 
       最初の訪問先： 金閣寺   金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る  日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。 
           とてもおいしい 

 

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 【京都観光】              No.2bw045 
 
 次の文章は、ジョンが先週の土曜日に、家族で京都観光をしたことを書いています。その

文章を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

 I went to Kyoto with my family last Saturday.  At first we 

visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and wonderful.  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of beautiful places. 

I took some pictures. We ate yudofu in a Japanese restaurant at 

lunch.  It was so delicious. 
 
 
 
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．ジョンはいつ京都へ行きましたか。 （  先週の土曜日  ） 
２．金閣寺はどんなお寺だったですか （ 金色でとてもすばらしい ） 
３．嵐山で何をしましたか。（２つ） （ 写真をとった ）（ 湯どうふを食べた ） 
４．湯どうふの味はどうでしたか。  （ とてもおいしかった ） 

 
 
語（句）を確認しよう 
 
last Saturday 先週の土曜日   at first はじめに    
Kinkaku-ji Temple 金閣寺   temple 寺   gold 金色の    
wonderful  すばらしい   also また   
Arashiyama 嵐山   place 場所   yudofu 湯どうふ   
Japanese restaurant 日本料理店   lunch 昼食   so とても 
delicious おいしい 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw046 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、（   ）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。 
 

I (  went  ) to Kyoto with my family (  last  ) Saturday.  At 

first we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and 

wonderful.  

 We also visited Arashiyama. There were ［a lot of］beautiful 

places.  I (  took  ) some pictures. We (  ate  ) yudofu in a 

Japanese restaurant at lunch.  It was so delicious. 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、（   ）に入

る語（句）を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 

I went to Kyoto with my family ( last Saturday ).  At first we 

visited Kinkaku-ji Temple. The temple was gold and very 

(wonderful ).  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of beautiful places.  

I took some pictures. We ate yudofu in a Japanese restaurant  

( at lunch ).  It was ( so delicious ). 
 

 

 

解答 

      so delicious       at lunch 

     wonderful    last Saturday 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw47 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、次のメモを参考

に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 I went to Kyoto with my (  family  ) last (  Saturday  ).  At 
first we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was (  gold  ) 
and (   wonderful   ).  

 We also visited Arashiyama. There were a lot of ( beautiful ) 
places. I (  took ) some pictures. We ( ate ) yudofu in a 
(   Japanese   ) restaurant at (  lunch ).  It was so 
( delicious ). 

 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ジョンは、先週の土曜日に家族で京都観光をしました。その文章を読んで、次のメモを参考

に(     )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
I (  went  ) to Kyoto with my (  family  ) last ( Saturday ). At 
( first ) we visited Kinkaku-ji Temple. The temple was ( gold ) and 
(  wonderful  ).  
We also visited Arashiyama. There were a lot of ( beautiful ) 
( places ). I ( took ) some ( pictures ). We (  ate  ) yudofu in a 
( Japanese ) restaurant at ( lunch ).  It was so ( delicious ). 

 
 
 
 

解答 

       金閣寺： 金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る 
           日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。   とてもおいしい 

 

メモ 

       金閣寺： 金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る 
           日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。   とてもおいしい 

 

メモ 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw048 
 
ジョンが京都観光をしました。そのときの内容をジョンになったつもりで、次のメモを参考

にして英文を完成させましょう。 
 
 
 
 
 

 

 I went to Kyoto with my family last Saturday.                

At first we visited Kinkaku-ji Temple.                               

The temple was gold and wonderful.                     

 We also visited Arashiyama.                                 

There were a lot of beautiful places.  I took some pictures.     

We ate yudofu in a Japanese restaurant at lunch.             

 It was so delicious.                                          

 

解答例 

       先週の土曜日： 家族と京都へ 
       最初の訪問先： 金閣寺   金色   とてもすばらしい 
       嵐山： きれいな場所がたくさん   
           写真を撮る  日本料理店で湯どうふを昼食に食べた。 
           とてもおいしい 

 

メモ 


