
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 【電話①】            No.2bw141 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello. This is Ken.  May I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:    Thank you. 
 
 
 
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．ジョンは家にいましたか。  

（                   ） 
２．健は、ジョンのお母さんに伝言を頼みましたか。 

（                   ） 
３．健は、ジョンのお母さんにどうすると言いましたか。 

（                   ） 
４．ジョンのお母さんは、それを聞いて何と言いましたか。 

（                   ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 
 
 
 

May I speak to ~? ～さんいますか。   out 留守で    
message メッセージ 伝言   call back  （電話を）かけなおす  later  後で 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw142 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。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’s mother: Hello. 

Ken:    Hello. ( T        ) is Ken.   

May [ speak / to / I ] John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is ( o       )now.   

May I ( t        ) a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll ( t        ) him you called. 

Ken:    Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。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’s mother: Hello. 
Ken:    Hello. This is Ken.   

(                                      ) 
John’s mother:  Sorry, but he is out now.   

(                                      ) 
Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 
John’s mother:  I'll tell him you called. 
Ken:    Thank you. 

 
 
 
 
 
 
 

May I take a message?  
I'll tell him you called. 
May I speak to John, please?  
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw143 
健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健になったつもりで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。 
 
 
 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello.        Ken.   

May            John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:    No,        .  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:             . 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健のお母さんになったつもりで次の日本語

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。 
 
 
 

 

John’s mother:         . 

Ken:    Hello. This is Ken.   

May I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but        now.   

            a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll         you called. 

Ken:    Thank you. 

・ジョンが家にいるかどうかを聞く 
・伝言は結構ですと伝える  ・後でかけなおすことを伝える 
 

・今、ジョンは外にいることを伝える 
・伝言を伝えましょうかと聞く 
・健から後で電話があることを言う 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw144 
１．健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健になったつもりで次の日本語を参考

にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello.               

May               

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:                          later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:                    
 
２．健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健のお母さんになったつもりで次の日

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。 
 
 
 

 

John’s mother:                

Ken:    Hello. This is Ken.   

May I speak to John, please? 

John’s mother:                        

             a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:               you called. 

Ken:    Thank you. 
 

・今、ジョンは外にいることを伝える 
・伝言を伝えましょうかと聞く 
・健から後で電話があることを言う 

・ジョンが家にいるかどうかを聞く 
・伝言は結構ですと伝える  ・後でかけなおすことを伝える 
 



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 【電話①】            No.2bw141 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。 
 
Step1 モデル文を読もう 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello. This is Ken.  May I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:    Thank you. 
 
 
 
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．ジョンは家にいましたか。  

（     いませんでした。    ） 
２．健は、ジョンのお母さんに伝言を頼みましたか。 

（     いいえ、頼みませんでした。   ） 
３．健は、ジョンのお母さんにどうすると言いましたか。 

（     後で電話をかけると言った。   ） 
４．ジョンのお母さんは、それを聞いて何と言いましたか。 

（     そのことをジョンに伝えると言った。    ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 
 
 
 

May I speak to ~? ～さんいますか。   out 留守で    
message メッセージ 伝言   call back  （電話を）かけなおす  later  後で 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw142 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。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’s mother: Hello. 

Ken:    Hello. (   This   ) is Ken.   

May [  I speak to  ] John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is (  out  )now.   

May I (  take  ) a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll (   tell    ) him you called. 

Ken:    Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )がジョン( John )に電話をします。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’s mother: Hello. 
Ken:    Hello. This is Ken.   

(   May I speak to John, please?   ) 
John’s mother:  Sorry, but he is out now.   

(   May I take a message?   ) 
Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 
John’s mother:  (   I'll tell him you called.   ) 
Ken:    Thank you. 

 
 
 
 
 
 
 
 

May I take a message?  
I'll tell him you called. 
May I speak to John, please?  
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw143 
健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健になったつもりで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。 
 
 
 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello.  This   is   Ken.   

May   I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:    No, thank you .  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:    Thank  you  . 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健のお母さんになったつもりで次の日本語

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。 
 
 
 

 

John’s mother: Hello.     

Ken:    Hello. This is Ken.   

May I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he  is  out  now.   

Can  I  take  a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I'll  tell  him   you called. 

Ken:    Thank you. 

・ジョンが家にいるかどうかを聞く 
・伝言は結構ですと伝える  ・後でかけなおすことを伝える 

・今、ジョンは外にいることを伝える 
・伝言を伝えましょうかと聞く 
・健から後で電話があることを言う 

解答例 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw144 
１．健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健になったつもりで次の日本語を参考

にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

John’s mother: Hello. 

Ken:    Hello.  This  is  Ken.  

May  I  speak  to  John,  please?  

John’s mother:  Sorry, but he is out now.  May I take a message? 

Ken:    No, thank you.     I'll call back later. 

John’s mother:  I'll tell him you called. 

Ken:    Thank you. 
 
２．健( Ken )がジョン( John )の家に電話をします。健のお母さんになったつもりで次の日

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。 
 
 
 

 

John’s mother: Hello.   

Ken:    Hello. This is Ken.   

May I speak to John, please? 

John’s mother:  Sorry, but he is out now.   

Can I take a message? 

Ken:    No, thank you.  I’ll call back later. 

John’s mother:  I’ll tell him you called. 

Ken:    Thank you. 
 

・ジョンが家にいるかどうかを聞く 
・伝言は結構ですと伝える  ・後でかけなおすことを伝える 

・今、ジョンは外にいることを伝える 
・伝言を伝えましょうかと聞く 
・健から後で電話があることを言う 

解答例 


