
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 【健に起こった出来事】      No.2bw101 
 
 次の会話文は、ジョンと健が話をしているときのものです。その会話文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John : You look tired, Ken.  What’s wrong with you? 

Ken :  I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So I walked home.  I was very tired. 

John :  That’s too bad. 
 
 
 
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．ジョンは健がどのように見えましたか。（             ） 
２．健は今朝どこへ、何を使って行きましたか。（             ） 
３．健が帰る途中、何が起こりましたか。 （             ） 
４．健はどうやって家に帰りましたか。 （              ） 

 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
tired つかれた   What’s wrong with you? どうしたのですか。   
next town となりの町   by bike 自転車で   on the way home 帰る途中    
tire タイヤ   go flat パンクする   That’s too bad. それはお気の毒ですね。 
 
 
 
 
 
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw102 
ジョンと健の会話文を読んで、（   ）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。 

John : You (           ) tired, Ken.  What’s wrong with you? 

Ken :   I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So I (w         ) home. [ very / was / I / tired ]. 

John :  That’s too (b          ). 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョンと健の会話文を読んで（   ）に入る文を下の枠の中から選び、英文を完成させま

しょう。 

John : (                  ), Ken.  (                   )? 

Ken :   I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So (               ). I was very tired. 

John :  (                  ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 What’s wrong with you    I walked home 

 That’s too bad            You look tired 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw103 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
John : You (        ) tired, Ken.  What’s wrong (       )  
    you? 
Ken :   I (        ) to the next town (        ) (        ) 
    this morning. 
        On the way (        ), the tire of my bike went flat. 
        So I (           ) home. I was very (           ). 
John :  That’s too (          ). 
 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
John : You (        )(          ), Ken.  
    What’s wrong (         ) you? 
Ken :   I (        ) to the (          ) town (        )   
    (        ) this (           ). 
        On the way (         ), the tire of my bike went flat. 
        So I (           )(           ). I was very (           ). 
John :  That’s (         )(          ). 
 
 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw104 
 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 
 

 

 
   
タイヤ tire    パンクする go flat  

 

John : 
                                                                                                    

Ken : 
                                                   

 
                                                                                                      

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                     

John : 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 



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 【健に起こった出来事】      No.2bw101 
 
 次の会話文は、ジョンと健が話をしているときのものです。その会話文を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John : You look tired, Ken.  What’s wrong with you? 

Ken :  I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So I walked home.  I was very tired. 

John :  That’s too bad. 
 
 
 
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．ジョンは健がどのように見えましたか。（疲れているように見えた） 
２．健は今朝どこへ、何を使って行きましたか。（となりの町へ自転車で行った） 
３．健が帰る途中、何が起こりましたか。 （自転車のタイヤがパンクした） 
４．健はどうやって家に帰りましたか。 （歩いて帰った） 

 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
tired 疲れた   What’s wrong with you? どうしたのですか。   
next town となりの町   by bike 自転車で   on the way home 帰る途中    
tire タイヤ   go flat パンクする   That’s too bad. それはお気の毒ですね。 
 
 
 
 
 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw102 
ジョンと健の会話文を読んで、（   ）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。 

John : You ( look ) tired, Ken.  What’s wrong with you? 

Ken :   I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So I ( went ) home. [ I was very tired ]. 

John :  That’s too ( bad ). 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョンと健の会話文を読んで（   ）に入る文を下の枠の中から選び、英文を完成させま

しょう。 

John : ( You look tired ), Ken.  ( What’s wrong with you )? 

Ken :   I went to the next town by bike this morning. 

        On the way home, the tire of my bike went flat. 

        So ( I walked home ). I was very tired. 

John :  ( That’s too bad ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 What’s wrong with you    I walked home 

 That’s too bad            You look tired 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw103 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
John : You ( look ) tired, Ken.  What’s wrong ( with )     
    you? 
Ken :   I ( went ) to the next town ( by ) ( bike )       
    this morning. 
        On the way ( home ), the tire of my bike went flat. 
        So I ( walked ) home. I was very ( tired ). 
John :  That’s too ( bad ). 
 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
John : ( You )( look )( tired ), Ken.            
    What’s wrong ( with ) you? 
Ken :   I ( went ) to the ( next ) town ( by )        
    ( bike) this ( morning ). 
        On the way ( home ), the tire of my bike went flat. 
        So I ( walked )( home ). I was very ( tired ). 
John :  That’s ( too )( bad ). 
 
 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw104 
 
ジョンと健が話をしています。次の日本語を参考に英文を書きましょう。 
 

 

 
 
タイヤ tire    パンクする go flat  

 

John :  You look tired ,Ken.  What’s wrong with you? 
                                                                                                    

Ken :   I went to the next town by bike this morning. 
                                                   

        On the way home, the tire of my bike went flat. 
                                                                                                      

        So I walked home.  I was very tired. 
                                                                                                     

John :  That’s too bad. 
                                                                                                   

 

 

ジョン： 疲れているようだけど、どうしたのですか。 
健：  今朝、となりの町まで自転車で行きました。 
     その帰る途中で自転車がパンクしたのです。 

          だから、家まで歩いて帰ったので、とても疲れました。 
ジョン： それは、お気の毒に。 

 
 

解答例 


