
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 【サマーキャンプ】             No.2bw097 
 
 次のケンがサマーキャンプについて話をしている文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 John and I are going to take part in the summer camp in 

Wakayama. We are going to enjoy swimming and fishing there in 

the daytime. We are going to enjoy having a camp fire in the 

evening. I’m looking forward to the summer camp. 

 

 
 
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．ケンとジョンはサマーキャンプで、昼間に何をする予定ですか。 
  （                ） 
２．ケンとジョンはサマーキャンプで、夕方に何をする予定ですか。 
  （                ） 
３．ケンはサマーキャンプを楽しみにしていますか。（              ） 

 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
take part in ~ ～に参加する   summer camp サマーキャンプ 
Wakayama 和歌山   enjoy 楽しむ   daytime 昼間   
camp fire キャンプファイヤー   look forward to ~ ～を楽しみにする 
 
 
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw098 
ケンがサマーキャンプについて話をしている文を読んで、次の日本語を参考にして（   ）

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。 
 

 

 

John and I [ going / to / are ] take part in the summer camp in 

Wakayama. We are going to enjoy ( s            ) and fishing 

there in the daytime. We are going to enjoy having a camp fire in 

the ( e            ). I’m looking forward to the summer camp. 
 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ケンがサマーキャンプについて話をしている文を読んで（   ）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。 

 John and I are (              ) take part in the summer camp in 

Wakayama. We are going to (                 ) and fishing there 

in the daytime. We are going to enjoy having a camp fire 

(                ). I’m looking forward to (                   ). 
 
 
 
 
 
 
 

      going to            the summer camp 

     enjoy swimming    in the evening 

       ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
    昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
     サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw099 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語

を書きましょう。 
 
 
 
 
 

John and I (         ) going (         ) take part in the summer 

camp (        ) Wakayama. We are going to (         ) 

swimming and fishing there in the daytime. We are going to enjoy 

having a camp fire in the (           ). I’m looking forward to the 

summer camp. 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語

を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
John and I (           )(           )(           ) take part in  

the (            ) camp in Wakayama. We (          ) going to 

(            )(            ) and fishing there in the daytime. We 

are going to (            )(            ) a camp fire in the 

(            ). I’m looking forward to the summer camp. 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw100 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
～に参加する take part in ~    サマーキャンプ summer camp  
和歌山 Wakayama    楽しむ enjoy    昼間 daytime    
キャンプファイヤー camp fire   ～を楽しみにする look forward to ~  
 

 
                                                                                                    

 

 

                                                   

 
                                                                                                      

 
                                                                                                         

 
                                                                                                      

 

 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 



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 【サマーキャンプ】             No.2bw097 
 
 次のケンがサマーキャンプについて話をしている文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

 John and I are going to take part in the summer camp in 

Wakayama. We are going to enjoy swimming and fishing there in 

the daytime. We are going to enjoy having a camp fire in the 

evening. I’m looking forward to the summer camp. 

 

 
 
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．ケンとジョンはサマーキャンプで、昼間に何をする予定ですか。 
  （ 泳いだり釣りをして楽しむ ） 
２．ケンとジョンはサマーキャンプで、夕方に何をする予定ですか。 
  （ キャンプファイヤーを楽しむ ） 
３．ケンはサマーキャンプを楽しみにしていますか。（ はい、楽しみにしています ） 

 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
take part in ~ ～に参加する   summer camp サマーキャンプ 
Wakayama 和歌山   enjoy 楽しむ   daytime 昼間   
camp fire キャンプファイヤー   look forward to ~ ～を楽しみにする 
 
 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw098 
ケンがサマーキャンプについて話をしている文を読んで、次の日本語を参考にして（   ）

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。 
 

 

 

John and I [ are going to ] take part in the summer camp in 

Wakayama.  We are going to enjoy ( swimming ) and fishing 

there in the daytime. We are going to enjoy having a camp fire in 

the ( evening ). I’m looking forward to the summer camp. 
 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ケンがサマーキャンプについて話をしている文を読んで（   ）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。 

 John and I are ( going to ) take part in the summer camp in 

Wakayama. We are going to ( enjoy swimming ) and fishing there 

in the daytime.  We are going to enjoy having a camp fire     

( in the evening ). I’m looking forward to ( the summer camp ). 
 
 
 
 
 
 
 

      going to            the summer camp 

     enjoy swimming    in the evening 

       ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
    昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
     サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw099 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語

を書きましょう。 
 
 
 
 
 

John and I ( are ) going ( to ) take part in the summer          

camp ( in ) Wakayama. We are going to ( enjoy )           

swimming and fishing there in the daytime. We are going to enjoy 

having a camp fire in the ( evening ). I’m looking forward to the 

summer camp. 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語

を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
John and I ( are )( going )( to ) take part in                     

the ( summer ) camp in Wakayama. We ( are ) going to 

( enjoy )( swimming ) and fishing there in the daytime. We     

are going to ( enjoy )( having ) a camp fire in the             

( evening ). I’m looking forward to the summer camp. 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw100 
ケンがサマーキャンプについて話をしています。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
～に参加する take part in ~    サマーキャンプ summer camp  
和歌山 Wakayama    楽しむ enjoy    昼間 daytime    
キャンプファイヤー camp fire   ～を楽しみにする look forward to ~  
 

  John and I are going to take part in the summer camp  
                                                                                                    

 in Wakayama. We are going to enjoy swimming and fishing there 
                                                   

 in the daytime. We are going to enjoy camp fire in the evening. 
                                                                                                      

 I’m looking forward to the summer camp. 
                                                                                                         

   
                                                                                                      

   
                                                  

 
 
 
 
 
 
 

解答例 

            ジョンと和歌山にサマーキャンプに参加する予定 
      昼間は、泳いだり魚釣りをしたりして楽しむ予定 
      夕方は、キャンプファイヤーを楽しむ予定 
      サマーキャンプが待ち遠しい 
 

 


