
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 【買い物②】       No.2bw161 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

Ken:  What kind of shoes do you want? 
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 
 
 
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、どのようなくつをさがしていますか。 

（                    ） 
２．ジョンが手に取ったくつにはどのような色が入っていますか。 

（                    ） 
３．ジョンは、そのくつの何が気に入りましたか。 

（                    ） 
４．ジョンがはいたくつのサイズはどうでしたか。 

（                    ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 

 
 

kind  種類   shoes  くつ（シューズ）   jogging  ジョギング    
around ~  ～のまわりに   blue stripe  青いストライプ   pair  ペア（組） 
design  デザイン   try ~ on  ～を試着する   size  サイズ 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw162 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you ( w        )? 
John:  I [ buy / want / shoes / to ] for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  ( W       ) ones?  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  ( H       ) is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a ( b       ) pair. 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you want? 
John:  (                            ) 
Ken:  (                            )  

Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  (                            )  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  (                            ) 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 

 

 
 
 

This way, John.  
I want to buy shoes for jogging.  
How is the size? 

Which ones?  
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw163 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。ジョンになったつもりで

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:  What kind of shoes do you want? 
John:  I want        shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe        . 
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:          the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small.  

I want a             . 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do        ? 
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we       some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh, they are       . 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:          size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 

・ジョギング用のくつを買いたい 
・青いストライプのくつがいい 
・そのデザインが気に入ったのではいてみる 
・サイズが少し小さいので大きいものがほしい 

・どんな種類のくつがほしいのかをたずねる 
・ジョギング用のくつがこのあたりにあることを伝える 
・ジョンが選んだくつはとても良いと伝える 
・サイズはどうかをたずねる 
 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw164 
１．ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。ジョンになったつも

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:  What kind of shoes do you want? 
John:                   for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe            
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:          the design. Let        them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small.              
 
 
２．ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:                       
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look,                     around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh,                         
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:                              
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 
 

・ジョギング用のくつを買いたい 
・青いストライプのくつがいい 
・そのデザインが気に入ったのではいてみる 
・サイズが少し小さいので大きいものがほしい 

・どんな種類のくつがほしいのかをたずねる 
・ジョギング用のくつがこのあたりにあることを伝える 
・ジョンが選んだくつはとても良いと伝える 
・サイズはどうかをたずねる 
 



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 【買い物②】       No.2bw161 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

Ken:  What kind of shoes do you want? 
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 
 
 
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、どのようなくつをさがしていますか。 

（     ジョギング用のくつ    ） 
２．ジョンが手に取ったくつにはどのような色が入っていますか。 

（     青いストライプ    ） 
３．ジョンは、そのくつの何が気に入りましたか。 

（     デザイン     ） 
４．ジョンがはいたくつのサイズはどうでしたか。 

（     少し小さい    ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 

 
 

kind  種類   shoes  くつ（シューズ）   jogging  ジョギング    
around ~  ～のまわりに   blue stripe  青いストライプ   pair  ペア（組） 
design  デザイン   try ~ on  ～を試着する   size  サイズ 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw162 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you (  want  )? 
John:  I [ want to buy shoes ] for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  ( Which ) ones?  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  ( How ) is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a ( bigger ) pair. 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you want? 
John:  ( I want to buy shoes for jogging. ) 
Ken:  ( This way, John. )  

Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  ( Which ones? )  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  ( How is the size? ) 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 

 

 
 
 

This way, John.  
I want to buy shoes for jogging.  
How is the size? 

Which ones?  
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw163 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。ジョンになったつもりで

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:  What kind of shoes do you want? 
John:  I want  to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair  are good . 
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:   I like the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small.  

I want a  bigger pair . 
 
Step３ ② 表現しよう 
ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you want ? 
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we  can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good . 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 

・ジョギング用のくつを買いたい 
・青いストライプのくつがいい 
・そのデザインが気に入ったのではいてみる 
・サイズが少し小さいので大きいものがほしい 

解答例 

・どんな種類のくつがほしいのかをたずねる 
・ジョギング用のくつがこのあたりにあることを伝える 
・ジョンが選んだくつはとても良いと伝える 
・サイズはどうかをたずねる 
 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw164 
１．ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。ジョンになったつも

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:  What kind of shoes do you want? 
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look, we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good.  
Ken:  Which ones?  Oh, they are very good. 
John:  I like the design. Let  me try  them on. 
Ken:  How is the size? 
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair.  
 
 
２．ジョン( John )は健( Ken )とスポーツ店でくつをさがしています。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:  What kind of shoes do you want?  
John:  I want to buy shoes for jogging. 
Ken:  This way, John. Look,  we can see some around here. 
John:  Thank you.  Ken, that blue stripe pair are good. 
Ken:  Which ones?  Oh,  they are very good. 
John:  I like the design. Let me try them on. 
Ken:  How is the size?   
John:  Well, these are a little too small. I want a bigger pair. 
 

・ジョギング用のくつを買いたい 
・青いストライプのくつがいい 
・そのデザインが気に入ったのではいてみる 
・サイズが少し小さいので大きいものがほしい 

解答例 

・どんな種類のくつがほしいのかをたずねる 
・ジョギング用のくつがこのあたりにあることを伝える 
・ジョンが選んだくつはとても良いと伝える 
・サイズはどうかをたずねる 
 


