
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 【道案内①】              No.2bw133 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

man: Excuse me. 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    Which bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 

 

 
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．男性はどこに行きたいのですか。  

（                       ） 
２．駅から病院までは近いですか。  

（                       ） 
３．どのバスに乗ればいいですか。 

（                       ） 
４．バス停はどこにありますか。 

（                    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 
 

Midori City Hospital  みどり市民病院   way 方法、手段   sure  いいですよ 
far 遠い   had better ~  ～したほうがいい   take a bus バスに乗る 
get off 降りる   bus stop  バス停   over there  向こうに   
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw134 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、（   ）

に最初の文字に続けて適切な語句を入れましょう。また、［   ］内の語を正しく並べ替

えましょう。 

man: Excuse me. 
Can you [ the way / tell / me ] to Midori City 
Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    ( W       ) bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is ( o        ) there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re ( w          ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。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。 
 

man: Excuse me. 
(                                              ) 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    (                                              ) 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    (                                              ) 
 
 
 
 
 
 
 

You’re welcome. 
Which bus goes to the hospital? 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw135 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

性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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
                         to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:                             goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:                            very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。その会話文を読んで、健( Ken )
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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far         .  
You had better           . 

man:    Which bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and       at Shimin 

Byoin-mae.   
The bus stop is         . 

man:    Thank you very much. 
Ken:                . 
 

男性が教えてほしいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・どのバスに乗るのか 

教える内容 
・みどり市立病院まで、ここから遠い    ・バスに乗ったほうがよい 
・３番のバスで「市民病院前」で降りる ・バス停は向こうにある 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw136 
健( Ken )は学校のホームページの英語版の原稿を作ることになりました。健になったつも

りで、次の日本語を参考に英文を書きましょう。題名は書いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The way to Midori Junior High School 
 from Midori Station                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                       
                                       

   みどり駅からみどり中学校までの行き方  
・駅の西出口から出る（西出口に行く） 
・そこにバス停がある 
・みどり中学校は駅から遠いのでバスに乗ったほうがよい 

 ・駅からみどり中学校まで約１５分かかる 
・バスの番号は３番 

 ・みどり中学校前で下車 
  
駅の西出口 the West Exit of the station      バス停  bus stop   遠い far      
バスに乗る take a bus      ～したほうがいい had better ~    
～（時間が）かかる It takes ~     分  minute      降りる  get off       
みどり中学校前 Midori Cyugakkou-mae 



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 【道案内①】              No.2bw133 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。 
 
Step1 モデル文を読もう 

man: Excuse me. 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    Which bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome. 

 

 
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．男性はどこに行きたいのですか。  

（    みどり市民病院    ） 
２．駅から病院までは近いですか。  

（    遠い    ） 
３．どのバスに乗ればいいですか。 

（    ３番のバス    ） 
４．バス停はどこにありますか。 

（    向こうにある    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
  
 
 
 
 
 

Midori City Hospital  みどり市民病院   way 方法、手段   sure  いいですよ 
far 遠い   had better ~  ～したほうがいい   take a bus バスに乗る 
get off 降りる   bus stop  バス停   over there  向こうに   
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw134 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、（   ）

に最初の文字に続けて適切な語句を入れましょう。また、［   ］内の語を正しく並べ替

えましょう。 

man: Excuse me. 
Can you [  tell me the way ] to Midori City 
Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    ( Which ) bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is ( over ) there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re ( welcome ). 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。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。 
 

man: Excuse me. 
(Can you tell me the way to Midori City Hospital?) 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    ( Which bus goes to the hospital? ) 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:    Thank you very much. 
Ken:    ( You’re welcome. ) 
 
 
 
 
 
 
 

You’re welcome. 
Which bus goes to the hospital? 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw135 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。次の会話文を読んで、その男

性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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
Can you tell me the way  to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here. You had better take a bus. 
man:    Which bus  goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.  

The bus stop is over there. 
man:    Thank you  very much. 
Ken:    You’re welcome. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は駅で外国人の男性( man )に話しかけられました。その会話文を読んで、健( Ken )
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。 
 
 
 
 

man: Excuse me. 
Can you tell me the way to Midori City Hospital? 

Ken:    Sure. It is far from here.  
You had better take a bus . 

man:    Which bus goes to the hospital? 
Ken:  Take bus No.3 and get off at Shimin Byoin-mae.   

The bus stop is over there . 
man:    Thank you very much. 
Ken:    You’re welcome . 
 
 

男性が教えてほしいこと 
・みどり市立病院への行き方 
・どのバスに乗るのか 

教える内容 
・みどり市立病院まで、ここから遠い    ・バスに乗ったほうがよい 
・３番のバスで「市民病院前」で降りる ・バス停は向こうにある 

解答例 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw136 
健( Ken )は学校のホームページの英語版の原稿を作ることになりました。健になったつも

りで、次の日本語を参考に英文を書きましょう。題名は書いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The way to Midori Junior High School 
                        from Midori Station                   
Please go to the West Exit of the station.  
You can find the bus stop there. Midori 
Junior High School is far. You had better 
take a bus. It takes about 15 minutes. Take 
bus No. 3. Please get off at Midori 
Cyugakkou-mae. 

解答例 

   みどり駅からみどり中学校までの行き方  
・駅の西出口から出る（西出口に行く） 
・そこにバス停がある 
・みどり中学校は駅から遠いのでバスに乗ったほうがよい 

 ・駅からみどり中学校まで約１５分かかる 
・バスの番号は３番 

 ・みどり中学校前で下車 
  
駅の西出口 the West Exit of the station      バス停  bus stop   遠い far      
バスに乗る take a bus      ～したほうがいい had better ~    
～（時間が）かかる It takes ~     分  minute      降りる  get off       
みどり中学校前 Midori Cyugakkou-mae 


