
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②】             No.2bw153 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

ます。次は、健と受付の人( receptionist )との会話の一部です。 
Step1 モデル文を読もう 

Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.  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．健は搭乗（とうじょう）受付係に何を見せますか。 

（                    ） 
２．健は荷物をいくつ預けますか。 

（                       ） 
３．健は飛行機のどの席に座りたいですか。 

（                          ） 
４．健が乗る飛行機の搭乗（とうじょう）ゲートは何番ですか。  

（                       ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 
 

check in チェックイン（搭乗手続き）をする    
boarding pass 搭乗券   passport パスポート   would like to ~  ～したい 
would you like ~ がよろしいですか   window seat 窓際の席 
aisle seat 通路側の席      gate ゲート（入口）  
 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw154 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist: Yes. May I ( s     ) your boarding pass and 

passport? 
Ken:     Yes, [ here / are / you ]. 
receptionist:  ( H     ) many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a ( w      ) seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please ( g     ) to Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.(                                       ) 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:  (                                        ) 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

(                                        ) 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

(                                        ) 
Ken:     I see.  Thank you. 
 

 
 
 

Please go to Gate 15. 
Would you like a window seat or an aisle seat? 
May I see your boarding pass and passport?  
How many bags would you like to check in?  
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw155 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

ます。搭乗（とうじょう）受付係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。 
 
 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.  May       your boarding pass and  

passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:                 bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a              or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please               Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
 
 
Ken:     Can        check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes,        you are. 
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:                           . 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:                      seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
 

健の回答内容 
・搭乗券とパスポートを見せる ・預ける手荷物の数は 2 個 ・座席の希望は通路側 

搭乗受付係の確認内容 
・搭乗券とパスポート ・預ける手荷物の数  
・座席の希望は窓側か通路側か ・搭乗口の番号 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw156 
１．健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをし

ています。搭乗（とうじょう）受付係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。 
 
 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.           your boarding pass and  

passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:                     would you like to 

check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like                 an aisle 
seat? 

Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:            your boarding pass.   

Please                    Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
２．健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをし

ています。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。 
 
 
Ken:                  check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes,              
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:                               
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:                                   
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.                 
 

健の回答内容 
・搭乗券とパスポートを見せる ・預ける手荷物の数は 2 個 ・座席の希望は通路側 

搭乗受付係の確認内容 
・搭乗券とパスポート ・預ける手荷物の数  
・座席の希望は窓側か通路側か ・搭乗口の番号 



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②】             No.2bw153 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

ます。次は、健と受付の人( receptionist )との会話の一部です。 
Step1 モデル文を読もう 

Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.  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．健は搭乗（とうじょう）受付係に何を見せますか。 

（   搭乗（とうじょう）券とパスポート   ） 
２．健は荷物をいくつ預けますか。 

（   二つ   ） 
３．健は飛行機のどの席に座りたいですか。 

（   通路側の席  ） 
４．健が乗る飛行機の搭乗（とうじょう）ゲートは何番ですか。  

（   15 番    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 

check in チェックイン（搭乗手続き）をする    
boarding pass 搭乗券   passport パスポート   would like to ~  ～したい 
would you like ~ がよろしいですか   window seat 窓際の席 
aisle seat 通路側の席      gate ゲート（入口）  
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw154 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist: Yes. May I ( see ) your boarding pass and 

passport? 
Ken:     Yes, [ here you are ]. 
receptionist:  ( How ) many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a ( window ) seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please ( go ) to Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.(May I see your boarding pass and passport?) 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:  (How many bags would you like to check in? ) 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

(Would you like a window seat or an aisle seat?) 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

( Please go to Gate 15. ) 
Ken:     I see.  Thank you. 
 

 
 

Please go to Gate 15. 
Would you like a window seat or an aisle seat? 
May I see your boarding pass and passport?  
How many bags would you like to check in?  
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw155 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

ます。搭乗（とうじょう）受付係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。 
 
 
 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.  May  I see your boarding pass and  

passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:    How many  bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a  window seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please  go to  Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをしてい

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。 
 
 
Ken:     Can  I  check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes,  Here   you are. 
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags   . 
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:       An aisle  seat, please. 
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 

搭乗受付係の確認内容 
・搭乗券とパスポート ・預ける手荷物の数  
・座席の希望は窓側か通路側か ・搭乗口の番号 

健の回答内容 
・搭乗券とパスポートを見せる ・預ける手荷物の数は 2 個 ・座席の希望は通路側 

解答 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw156 
１．健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをし

ています。搭乗（とうじょう）受付係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。 
 
 
 
 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes.  May I see  your boarding pass and  

passport? 
Ken:     Yes, here you are. 
receptionist:  How many bags  would you like to check in? 
Ken:     Two bags. 
receptionist:  Thank you.  

Would you like  a window seat or  an aisle 
seat? 

Ken:     An aisle seat, please. 
receptionist:  Here is  your boarding pass.   

Please   go to  Gate 15. 
Ken:     I see.  Thank you. 
 
２．健( Ken )は、ニューヨークでの滞在を終えて、空港で搭乗（とうじょう）手続きをし

ています。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。 
 
Ken:     Can I check in here? 
receptionist:  Yes. May I see your boarding pass and passport? 
Ken:     Yes, here you are.  
receptionist:  How many bags would you like to check in? 
Ken:     Two bags.  
receptionist:  Thank you.  

Would you like a window seat or an aisle seat? 
Ken:     An aisle seat, please.     
receptionist:  Here is your boarding pass.   

Please go to Gate 15. 
Ken:     I see.   Thank you.  

搭乗受付係の確認内容 
・搭乗券とパスポート ・預ける手荷物の数  
・座席の希望は窓側か通路側か ・搭乗口の番号 

健の回答内容 
・搭乗券とパスポートを見せる ・預ける手荷物の数は 2 個 ・座席の希望は通路側 

解答例 


