
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 【旅行①】             No.2bw149 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
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．最初に健は入国審査官に何を見せましたか。 

（                 ） 
２．健がニューヨークに来た目的は何ですか。 

（                 ） 
３．健はどのくらいの期間滞在しますか。  

（                 ） 
  
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 

immigration officer 入国審査官   passport パスポート 
purpose 目的   visit 訪問   sightseeing 観光   



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw150 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。その会話文を読んで、（   ）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。 
 

immigration officer: Show [ passport / your / me ], please. 
Ken:       ( H      ) you are. 
immigration officer: What’s the purpose of your ( v      )? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: How ( l      ) are you going to ( s      )? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:       Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。その会話文を読んで（   ）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。ただし、文頭にくる語も小文字にしています。 

immigration officer: (                                ) 
Ken:       Here you are. 
immigration officer: (                                ) 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: (                                ) 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK. (                                  ) 
Ken:       Thank you. 
 

 

 

 
 

How long are you going to stay? 
What’s the purpose of your visit?  
Have a nice day. 
Show me your passport, please.  
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw151 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。入国審査官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。 
 
 
 

immigration officer:           your passport, please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer:                the purpose of your visit? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer:                   are you going to stay? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.                   nice day. 
Ken:       Thank you. 
 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。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。 
 
 
 

 
immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:                         are. 
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:                           . 
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:                    six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:                           . 
 

入国審査官による質問内容 
・パスポートを確認 ・訪問の目的 ・滞在期間 

健による回答 
・訪問の目的 観光 
・滞在期間  6 日間 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw152 
１．健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )か
ら質問されます。入国審査官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。 
 
 
 

immigration officer:                , please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer:                           
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer:                            
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.                           
Ken:       Thank you. 
 
 
 
 
２．健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )か
ら質問されます。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。 
 
 
 

 
immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:                               
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:                               
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:                            
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:                                
 
 

入国審査官による質問内容 
・パスポートを確認 ・訪問の目的 ・滞在期間 

健による回答 
・訪問の目的 観光 
・滞在期間  6 日間 



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 【旅行①】             No.2bw149 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。 
 
Step1 モデル文を読もう 

immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
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．最初に健は入国審査官に何を見せましたか。 

（   パスポート   ） 
２．健がニューヨークに来た目的は何ですか。 

（    観光     ） 
３．健はどのくらいの期間滞在しますか。  

（    6 日間    ） 
  
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 

immigration officer 入国審査官   passport パスポート 
purpose 目的   visit 訪問   sightseeing 観光   

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw150 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。その会話文を読んで、（   ）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。 
 

immigration officer: Show [ me your passport ], please. 
Ken:       ( Here ) you are. 
immigration officer: What’s the purpose of your ( visit )? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: How ( long ) are you going to ( stay )? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:       Thank you. 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。その会話文を読んで（   ）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。ただし、文頭にくる語も小文字にしています。 
immigration officer: (  Show me your passport, please.  ) 
Ken:       Here you are. 
immigration officer: (  What’s the purpose of your visit?  ) 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer: (  How long are you going to stay?  ) 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK. (  Have a nice day.  ) 
Ken:       Thank you. 
 

 

 

 
 

How long are you going to stay? 
What’s the purpose of your visit?  
Have a nice day. 
Show me your passport, please.  
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw151 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。入国審査官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。 
 
 
 

immigration officer:  Show  me   your passport, please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer:   What’s  the purpose of your visit? 
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer:   How long   are you going to stay? 
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.   Have a  nice day. 
Ken:       Thank you. 
 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )から質

問されます。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。 
 
 
 

 
immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:        Here you  are. 
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:        Sightseeing  . 
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:        For  six days. 
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:        Thank you  . 
 

入国審査官による質問内容 
・パスポートを確認 ・訪問の目的 ・滞在期間 

健による回答 
・訪問の目的 観光 
・滞在期間  6 日間 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw152 
１．健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )か
ら質問されます。入国審査官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。 
 
 
 

immigration officer:  Show me your passport , please. 
Ken:       Here you are. 
immigration officer:   What’s the purpose of your visit?  
Ken:       Sightseeing. 
immigration officer:   How long are you going to stay?  
Ken:       For six days. 
immigration officer: OK.    Have a nice day.  
Ken:       Thank you. 
 
 
 
 
２．健( Ken )は、ニューヨークの空港に着きました。入国審査官( immigration officer )か
ら質問されます。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。 
 
 
 

 
immigration officer: Show me your passport, please. 
Ken:         Here you are.  
immigration officer: What’s the purpose of your visit? 
Ken:         Sightseeing.  
immigration officer: How long are you going to stay? 
Ken:         For six days.  
immigration officer: OK.  Have a nice day. 
Ken:         Thank you.   
 
 

入国審査官による質問内容 
・パスポートを確認 ・訪問の目的 ・滞在期間 

健による回答 
・訪問の目的 観光 
・滞在期間  6 日間 

解答例 


