
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 【外国語を学ぶ】              No.2bw121 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Ken:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There are a lot of countries 

in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to learn English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   We should learn foreign languages to know about each 

other. 
 
 
 
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．ジョンは世界地図を見て、何と言っていますか。 

（                ） 
２．そのジョンの言葉を聞いて、健は何と言いましたか。 

（                ） 
３．健はジョンの国を知るために、何を学ぶ必要があるのですか。 

（                ） 
４．ジョンは健の国を知るために、何を学ぶ必要があるのですか。 

（                ） 
５．ジョンは、何のために外国語を学ぶ必要があると言っていますか。 

（                ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 

     
 
 

world map  世界地図  country  国  language  言語、言葉 
different  異なる、違う   need to ~  ～する必要がある   learn  学ぶ 
foreign country  外国語 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw122 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。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:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There [ a lot of countries /  

are ] in the world.  
Ken: Yes.  There [ are / languages / a lot of ] in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to ( l         ) English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese to ( k          )  about your country, 

too. We should learn foreign languages to know about 
each other. 

 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。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:  Hi, John.  What are you doing? 
John: (                                                 ) 
    There are a lot of countries in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken: (                                                            ) 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   (                                                 ) 
 

 
 
 
 
 
 

We should learn foreign languages to know about each other. 
I need to learn English to know about your country. 
I’m looking at the world map. 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw123 
ジョン( John )と健( Ken )が話をしています。ジョンになったつもりで次の日本語を参考に

下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
Ken:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map.         a lot of 

countries in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:    You are right.   

We need        foreign languages to know about different 
countries. 

Ken:  I need to learn English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese                                  , too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )が話をしています。健になったつもりで次の日本語を参考に下線

部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 
Ken:  Hi, John.            you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There are a lot of countries 

in the world.  
Ken: Yes.               languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to learn                     . 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 

・世界にはたくさんの国がある 
・言葉は違うので、違う国を知るために外国語を学ぶ必要がある 
・ケンの国を知るために、日本語を学ぶ必要がある 
・お互いを知るために外国語を学ぶべきである 

・世界にはたくさんの言語もある 
・ジョンの国を知るために、英語を学ぶべきである 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw124 
ジョン( John )は、今日、学校で健( Ken )と話した内容について、友人のベン( Ben )に電子

メールを送ります。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。 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本人の友人と世界について話したこと 
・たくさんの国と言葉があること 
・お互いをしるために外国語を学ぶ必要があること 
・日本のことを知るために日本語を勉強すること 

Dear Ben, 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                      
Bye, 
John. 

世界 world   国 country   言語、言葉 language   
異なる、違う different   ～する必要がある need to ~   学ぶ learn   
外国語 foreign country   
 



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 【外国語を学ぶ】              No.2bw121 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Ken:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There are a lot of countries 

in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to learn English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 
 
 
 
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．ジョンは世界地図を見て、何と言っていますか。 

（  世界にはたくさんの国がある  ） 
２．そのジョンの言葉を聞いて、健は何と言いましたか。 

（   世界にはたくさんの言葉もある  ） 
３．健はジョンの国を知るために、何を学ぶ必要があるのですか。 

（    英語    ） 
４．ジョンは健の国を知るために、何を学ぶ必要があるのですか。 

（    日本語   ） 
５．ジョンは、何のために外国語を学ぶ必要があると言っていますか。 

（    お互いを知るために    ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 

 
     
 
 

world map  世界地図  country  国  language  言語、言葉 
 different  異なる、違う   need to ~  ～する必要がある   learn  学ぶ 
 foreign country  外国語 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw122 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。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:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There [ are a lot of 

countries ] in the world.  
Ken: Yes.  There [ are a lot of languages ] in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to ( learn ) English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese to ( know ) about your country, too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 

 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )が学校の休み時間に話をしています。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:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  (I’m looking at the world map. ) 

    There are a lot of countries in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  (  I need to learn English to know about your country.  ) 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   ( We should learn foreign languages to know about each 
    other.) 
 

 
 
 
 
 
 

We should learn foreign languages to know about each other. 
I need to learn English to know about your country. 
I’m looking at the world map. 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw123 
ジョン( John )と健( Ken )が話をしています。ジョンになったつもりで次の日本語を参考に

下線部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 
 
 
Ken:  Hi, John.  What are you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There are  a lot of 

countries in the world.  
Ken: Yes.  There are a lot of languages in the world, too. 
John:    You are right.   

We need  to learn foreign languages to know about different 
countries. 

Ken:  I need to learn English to know about your country. 
John: I need to learn Japanese  to know about your country  , too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )が話をしています。健になったつもりで次の日本語を参考に下線

部に適切な語句を書きましょう。 
 
 
 
 
Ken:  Hi, John.   What are   you doing? 
John:  I’m looking at the world map. There are a lot of countries 

in the world.  
Ken: Yes.   There are a lot of languages in the world, too. 
John:  You are right.  We need to learn foreign languages to know 

about different countries. 
Ken:  I need to learn English to know about your country . 
John: I need to learn Japanese to know about your country, too. 
   We should learn foreign languages to know about each 
    other. 

・世界にはたくさんの国がある 
・言葉は違うので、違う国を知るために外国語を学ぶ必要がある 
・健の国を知るために、日本語を学ぶ必要がある 
・お互いを知るために外国語を学ぶべきである 

・世界にはたくさんの言語もある 
・ジョンの国を知るために、英語を学ぶべきである 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw124 
ジョン( John )は、今日、学校で健( Ken )と話した内容について、友人のベン( Ben )に電子

メールを送ります。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。 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答例 

Dear Ben,                   
 Hello, how are you? I’m fine.  
Today, I talked with my Japanese friend  
about our world. There are a lot of 
countries and languages. We need to learn  
foreign languages to know about each 
other. It is very important. I should learn  
Japanese to know about Japan. 
 
Bye, 
John. 

・日本人の友人と世界について話したこと 
・たくさんの国と言葉があること 
・お互いをしるために外国語を学ぶ必要があること 
・日本のことを知るために日本語を勉強すること 

世界 world   国 country   言語、言葉 language   
異なる、違う different   ～する必要がある need to ~   学ぶ learn   
外国語 foreign country   
 


