
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 【健の住む町】           No.2bw117 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Ken: We went to a new convenience store near the 

station, Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There are three convenience stores around the 

station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there were no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
 
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．ジョンと健は、駅の近くのどこへ行きましたか。  

（               ） 
 ２．今、駅周辺にはコンビニがいくつありますか。 

（               ） 
 ３．健のお父さんが若いころ、駅周辺にはコンビニがいくつありましたか。 

（               ） 
 ４．健のお父さんが若いころ、駅周辺には何がありましたか。 

（               ） 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
convenience store コンビニ   dad お父さん 
snack  軽食、おやつ、お菓子   around ～周辺に   rice field  田んぼ 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw118 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の会話文を読んで、（   ）

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。 
Ken: We went to [ near / a new convenience store / the 

station ], Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There ( a     ) three convenience stores 

around the station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there ( w      ) no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の会話文を読んで、（   ）

に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
Ken: We went to a new convenience store near the 

station, Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. (                                          ) 
Ken’s father: Three!  

(                                           )  
There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
 
 
 

There are three convenience stores around the station now. 
When I was young, there were no convenience stores. 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw119 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の日本語を参考に

(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
Ken: We went to a (        ) convenience store 

(        ) the station, Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There (       ) three convenience stores 

around the station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there (        ) no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
Step３ ② 表現しよう  （ Step３①より多くの語を書きます ） 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の日本語を参考にして下線

部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
Ken: We                       convenience store 

                     , Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes.                      three convenience 

stores around the station now. 
Ken’s father: Three!  

                       ,                   no 
convenience stores. There were a lot of rice fields 
around there. 

John:    Oh, really? 
 

・健：  駅の近くに新しいコンビニに行った   現在、駅周辺にはコンビニが 3 店ある 
・健のお父さん：若いころには１店もなく、そのあたりは田んぼがたくさんあった 

 
    

        
 

・健：  駅の近くに新しいコンビニに行った   現在、駅周辺にはコンビニが 3 店ある 
・健のお父さん：若いころには１店もなく、そのあたりは田んぼがたくさんあった 

 
    

        
 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw120 
ジョン( John )は、今日、健( Ken )や健のお父さんと話したことを日記に書きます。ジョン

になったつもりで、次の日本語を参考に下線部に英語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・健と二人で、今日、駅の近くに新しいコンビニに行った。 
・コンビニでは、多くのものを手に入れることができる。 
・現在、駅の周辺には、コンビニが３店ある。 
・健の父が若いころには 1 店もなく、そのあたりには田んぼがたくさんあった。 

 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                      
 
                     

find(見つける)の過去 found   コンビニ convenience store  
軽食、おやつ、お菓 snack  子   ～周辺に around    田んぼ rice field   
 



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 【健の住む町】           No.2bw117 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Ken: We went to a new convenience store near the 

station, Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There are three convenience stores around the 

station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there were no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
 
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．ジョンと健は、駅の近くのどこへ行きましたか。   

（    新しいコンビニ    ） 
 ２．今、駅周辺にはコンビニがいくつありますか。 

（    ３つ    ） 
 ３．健のお父さんが若いころ、駅周辺にはコンビニがいくつありましたか。 

（    一つもない   ） 
 ４．健のお父さんが若いころ、駅周辺には何がありましたか。 

（    たくさんの田んぼ  ） 
 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
convenience store コンビニ   dad お父さん 
snack  軽食、おやつ、お菓子   around ～周辺に   rice field  田んぼ 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw118 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の会話文を読んで、（   ）

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。 
Ken: We went to [ a new convenience store near the 

station ], Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There ( are ) three convenience stores around 

the station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there ( were ) no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の会話文を読んで、（   ）

に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
Ken: We went to a new convenience store near the 

station, Dad. 
Ken’s father: Really?  Did you buy anything?  
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. (There are three convenience stores around the 

station now. ) 
Ken’s father: Three!  

(When I was young, there were no convenience 
stores.)  

There were a lot of rice fields around there. 
John:    Oh, really? 
 
 
 
 
 

There are three convenience stores around the station now. 
Did you buy anything? 
When I was young, there were no convenience stores. 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw119 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の日本語を参考に

(    )に適切な語を書きましょう。 
 
 
 
Ken: We went to a ( new ) convenience store ( near ) the 

station, Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes. There ( are ) three convenience stores around 

the station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young, there (  were  ) no convenience 
stores. There were a lot of rice fields around there. 

John:    Oh, really? 
 
 
Step３ ② 表現しよう  （ Step３①より多くの語を書きます ） 
ジョン( John )は健( Ken )の家でホームステイをしています。次の日本語を参考にして下線

部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
Ken: We   went   to   a   new  convenience store 

near the station   , Dad. 
Ken’s father: Really? Did you buy anything? 
John: Yes. We bought some snacks. We can get many 

things there. 
Ken: Yes.    There  are      three convenience stores 

around the station now. 
Ken’s father: Three!  

When I was young  ,  there were   no 
convenience stores. There were a lot of rice fields 
around there. 

John:    Oh, really? 
 

・健：  駅の近くに新しいコンビニに行った   現在、駅周辺にはコンビニが 3 店ある 
・健のお父さん：若いころには１店もなく、そのあたりは田んぼがたくさんあった 

 
    

        
 

・健：  駅の近くに新しいコンビニに行った   現在、駅周辺にはコンビニが 3 店ある 
・健のお父さん：若いころには１店もなく、そのあたりは田んぼがたくさんあった 

 
    

        
 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw120 
ジョン( John )は、今日、健( Ken )や健のお父さんと話したことを日記に書きます。ジョン

になったつもりで、次の日本語を参考に下線部に英語を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・健と二人で、今日、駅の近くに新しいコンビニに行った。 
・コンビニでは、多くのものを手に入れることができる。 
・現在、駅の周辺には、コンビニが３店ある。 
・健の父が若いころには 1 店もなく、そのあたりには田んぼがたくさんあった。 
 

 
Ken and I went to a new convenience store                     
 
near the station. We can get many things                     
 
there. There are three convenience stores                     
 
near the station now.                      
 
But when Ken’s father was young, there                      
 
were no convenience stores. There were                       
 
a lot of rice fields around there.                     

find(見つける)の過去 found   コンビニ convenience store  
軽食、おやつ、お菓 snack  子   ～周辺に around    田んぼ rice field   
 

解答例 


