
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②】         No.2bw137 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

Which way goes to the top? 
John:   There is a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  How long will it take from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
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。 
１．二人は、間もなくどこに着きますか。 

（                                 ） 
２．二人の目の前にある道は、どのようになっていますか。 

（                       ） 
３．二人は道しるべを見て、どちらの道へ行きますか。 

（                                   ） 
４．二人の今いる場所から頂上まで、どのくらいかかりますか。 

（                          ） 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
  
 
 
 

soon もうすぐ   reach 着く、到着する   top 頂上   way 道 
in front of ~ ～の前に   sign 道しるべ、標識   take a look 見る 
right 右の  



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw138 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。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。 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There [ two / are / ways ] in front of us.  

( W       ) way goes to the top? 
John:   There is a sign.  ( L        ) go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  How long [ will / take / it ] from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。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。 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

(                                              ) 
John:   There is a sign.   

(                                              ) 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  (                                              ) 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
 
 
 

Let’s go and take a look. 
Which way goes to the top?  
How long will it take from here to the top? 
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw139 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。次の会話文を

読んで、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。 
 
 
 
 

 
John:           soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

Which way goes to the top? 
John:           a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:          will it take from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。次の会話文を

読んで、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。 
 
 
 
 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!             ways in front of us.  

                         goes to the top? 
John:   There is a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The                    goes there. 
John:  How long will it take from here to the top? 
Ken:  Well,                    about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 

・まもなく頂上に着く 
・向こうに道しるべが見える 
・どのくらいここから頂上までかかるかをたずねる 

・道が二つに分かれている          ・頂上にはどの道を行くべきかを考えている 
・道しるべを見ると、右側が頂上につながる  ・ここから約１５分かかる 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw140 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに行きました。そこでは、外

国人向けの道しるべがなかったので、健は外国人向けの道しるべの原稿を作ります。健にな

ったつもりで、次の日本語の道しるべを参考に英文を書きましょう。書き出しの英語がある

ところはそれに続けて書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This sign( ◎ ) shows where you are now. 
There                                   
Course A                                
                                        
                                        
Course B                               
                                       
                                        
 

 

A 

B 

みどり山 山頂 

あさひ山へ 

・現在地  ◎印  
・A コース 山頂へ 約１５分 
・B コース あさひ山へ 約４５分 

道しるべ sign       道 way   頂上 top   in front of ~ ～の前に    
みどり山 Mt. Midori      あさひ山 Mt. Asahi   分 minute 

◎ 



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②】         No.2bw137 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

Which way goes to the top? 
John:   There is a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  How long will it take from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
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。 
１．二人は、間もなくどこに着きますか。 

（     山の頂上     ） 
２．二人の目の前にある道は、どのようになっていますか。 

（   二つに分かれている   ） 
３．二人は道しるべを見て、どちらの道へ行きますか。 

（   右の道    ） 
４．二人の今いる場所から頂上まで、どのくらいかかりますか。 

（   約１５分   ） 
 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
  
 
 
 

soon もうすぐ   reach 着く、到着する   top 頂上   way 道 
in front of ~ ～の前に   sign 道しるべ、標識   take a look 見る 
right 右の  

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw138 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。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。 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There [ are two ways ] in front of us.  

(  Which  ) way goes to the top? 
John:   There is a sign.  (  Let’s  ) go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  How long [ will it take ] from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。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。 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

(   Which way goes to the top?      ) 
John:   There is a sign.   

(    Let’s go and take a look.         ) 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  (   How long will it take from here to the top?    ) 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s go and take a look. 
Which way goes to the top?  
How long will it take from here to the top? 
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw139 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。次の会話文を

読んで、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。 
 
 
 
 

 
John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!  There are two ways in front of us.  

Which way goes to the top? 
John:   There is  a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The right way goes there. 
John:  How long  will it take from here to the top? 
Ken:  Well, it takes about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに来ています。次の会話文を

読んで、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。 
 
 
 
 

John:  We will soon reach the top of the mountain. 
Ken:   OK.  Look!   There are two ways in front of us.  

 Which way   goes to the top? 
John:   There is a sign.  Let’s go and take a look. 
Ken:   Sure.  Oh, I see.  The   right way  goes there. 
John:  How long will it take from here to the top? 
Ken:  Well,   it takes  about 15 minutes. 
John:   OK. Let’s go! 
 

・まもなく頂上に着く 
・向こうに道しるべが見える 
・どのくらいここから頂上までかかるかをたずねる 

・道が二つに分かれている          ・頂上にはどの道を行くべきかを考えている 
・道しるべを見ると、右側が頂上につながる  ・ここから約１５分かかる 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw140 
ジョン( John )と健( Ken )は家の近くのみどり山にハイキングに行きました。そこでは、外

国人向けの道しるべがなかったので、健は外国人向けの道しるべの原稿を作ります。健にな

ったつもりで、次の日本語の道しるべを参考に英文を書きましょう。書き出しの英語がある

ところはそれに続けて書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This sign( ◎ ) shows where you are now. 
There are two ways in front of you.  
Course A  goes to Mt. Midori. 
It takes about 15 minutes.  
Course B  goes to Mt. Asahi. 
It takes about 45 munites. 
 

 

A 

B 

みどり山 山頂 

あさひ山へ 

・現在地  ◎印  
・A コース 山頂へ 約１５分 
・B コース あさひ山へ 約４５分 

道しるべ sign       道 way   頂上 top   in front of ~ ～の前に    
みどり山 Mt. Midori      あさひ山 Mt. Asahi   分 minute 

◎ 

解答例 


