
ワークブック Step1 ２年 助動詞  No.2w001 
【モデル文を読んでみよう】 

ユミは留学先の学校で、各施設の「利用案内」を読んでいます。 

どんなことが書いてあるのか読んでみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information 情報 silence 静けさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 by yourself 自分で pay 払う 

 

【ポイントを確認しよう】 

それぞれどの施設の説明でしょうか。【 】に入る施設名を下から選びましょう。 

 

 

 ① 

 

 ② 

 

 

【   ①   】 
You can read books, use computers, and study in this room.  

There are a lot of books here, so you will get a lot of information. 
It is open from 9:00 to 18:00 every day. 
When you enter the room, you must wash your hands.  To keep 

the room clean is very important. 
You must be quiet in the room.  Don’t forget that everyone in 

the room needs silence. 

【   ②   】 
You can eat many kinds of food.  You can enjoy your lunch time 

with delicious food and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  
It is closed on Saturday and Sunday. 

When you enter this room, you must join the line. 
Then you must choose dishes by yourself, for example, salad, 

soup, pasta, and so on. 
Lastly you must show your student card to the staff.  You can’t 

pay money here. 

School cafeteria （食堂） 
School gym（体育館） 
Science room（理科室） 
Library（図書館） 
Staff room（職員室） 



ワークブック Step2 ２年 助動詞  No.2w002 
ユミは留学先の学校で、図書館と食堂の「利用案内」を読んでいます。（  ）内の日

本語を参考にして、空いているところに英語を書き入れましょう。 

 

LIBRARY 

You can read books, use computers, and study in the library.  There 

are a lot of books here, so you will get a lot of information. 

It is open from 9:00 to 18:00 every day. 

When you enter the library, you                               （洗わ

なければならない）your hands.  To keep the room clean is very important. 

You                                （静かにしなければならない）in 

the library.  Don’t forget that everyone in the room needs silence. 

information 情報 silence 静けさ 

 

 

SCHOOL CAFETERIA 

You can eat many kinds of food.  You can enjoy your lunch time with 

delicious food and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  It is 

closed on Saturday and Sunday. 

When you enter the cafeteria, you join the line. 

Then you                                      （選ばなければならない）

dishes, for example, salad, soup, pasta, and so on. 

Lastly you                                 （見せなければならない）your 

student card to the staff.  You                              （払うことは

できない）money here. 

line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 pay 払う 

 

 



ワークブック Step3 ２年 助動詞  No.2w003 
ユミは留学先の学校で、図書館と食堂の「利用案内」を読んでいます。利用案内の

【概要】をもとに、英文を完成させましょう 

 

LIBRARY 

You  

 
There are a lot of books here, so you will get a lot of 
information.  It is open from 9:00 to 18:00 every 
day. 

 

 
To keep the room clean is very important. 

 

 
Don’t forget that everyone in the room needs silence. 

information 情報 silence 静けさ 

 

 

SCHOOL CAFETERIA 

You 
You will enjoy your lunch time with delicious food 
and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  It 
is closed on Saturday and Sunday. 

 

 
Then you must choose dishes by yourself, for 
example, salad, soup, pasta, and so on. 

Lastly 

to the staff. 
You can’t pay money here. 

line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 pay 払う 

【概要】 

・ 図書館では本を読め

たり、コンピュータ

を使ったり、勉強し

たりすることができ

る。 

・ 蔵書は多く、開館時

間は９時～18時。 

・ 図書館に入ったら、

手を洗わなければな

らない。 

・ 図書館では静かにし

なければならない。 

【概要】 

・ 多くの種類の食事を

することができる。 

・ 営業時間は８時～16

時。 

・ 食堂に入ったら列に

並ばなければならな

い。 

・ 自分で料理を選ばな

ければならない。 

・ 最後に店員に学生証

（ student card）を

見せなければならな

い。 



ワークブック Step4 ２年 助動詞  No.2w004 
ユミは留学先の学校で、体育館の「利用案内」を作成することになりました。メモを

もとに、空いているところに英語を書き入れましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL GYM 

You                                  sports in the gym, for example, 

volleyball, badminton, and so on. 

You                                          your shoes in the gym.  

You                                            the shoes for the gym.  

You                                            sports without those 

shoes. 

You will play sports in the P.E. classes.  Also, you can use the gym 

after school.  In that case, you                                          

the gym before using it. 

Let’s enjoy sports! 
 

 

 

 

【メモ】 

・体育館ではスポーツを楽しめる。 

・体育館では、靴を脱がなければならない。（脱ぐ…take off） 

・体育館用のシューズをはかなければならない。（はく…put on） 

・靴をはかずに体育館でスポーツをしてはいけない。 

・体育館は体育の授業以外に、放課後使うことができる。その場合

は、事前に予約しなければならない。（予約する…reserve） 



ワークブック Step1 ２年 助動詞  No.2w001 
【モデル文を読んでみよう】 

ユミは留学先の学校で、各施設の「利用案内」を読んでいます。 

どんなことが書いてあるのか読んでみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information 情報 silence 静けさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 by yourself 自分で pay 払う 

 

【ポイントを確認しよう】 

それぞれどの施設の説明でしょうか。【 】に入る施設名を下から選びましょう。 

 

 

 ① Library 
 

 ② School cafeteria 
 

 

【   ①   】 
You can read books, use computers, and study in this room.  

There are a lot of books here, so you will get a lot of information. 
It is open from 9:00 to 18:00 every day. 
When you enter the room, you must wash your hands.  To keep 

the room clean is very important. 
You must be quiet in the room.  Don’t forget that everyone in 

the room needs silence. 

【   ②   】 
You can eat many kinds of food.  You can enjoy your lunch time 

with delicious food and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  
It is closed on Saturday and Sunday. 

When you enter this room, you must join the line. 
Then you must choose dishes by yourself, for example, salad, 

soup, pasta, and so on. 
Lastly you must show your student card to the staff.  You can’t 

pay money here. 

School cafeteria （食堂） 
School gym（体育館） 
Science room（理科室） 
Library（図書館） 
Staff room（職員室） 

解答 



ワークブック Step2 ２年 助動詞  No.2w002 
ユミは留学先の学校で、図書館と食堂の「利用案内」を読んでいます。（  ）内の日

本語を参考にして、空いているところに英語を書き入れましょう。 

 

LIBRARY 

You can read books, use computers, and study in the library.  There 

are a lot of books here, so you will get a lot of information. 

It is open from 9:00 to 18:00 every day. 

When you enter the library, you     must wash              （洗わ

なければならない）your hands.  To keep the room clean is very important. 

You      must be quiet             （静かにしなければならない）in 

the library.  Don’t forget that everyone in the room needs silence 

information 情報 silence 静けさ 

 

 

SCHOOL CAFETERIA 

You can eat many kinds of food.  You can enjoy your lunch time with 

delicious food and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  It is 

closed on Saturday and Sunday. 

When you enter the cafeteria, you join the line. 

Then you        must choose                  （選ばなければならない）

dishes, for example, salad, soup, pasta, and so on. 

Lastly you        must show              （見せなければならない）your 

student card to the staff.  You       can’t pay             （払うことは

できない）money here. 

line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 pay 払う 

 

 

解答 



ワークブック Step3 ２年 助動詞  No.2w003 
ユミは留学先の学校で、図書館と食堂の「利用案内」を読んでいます。利用案内の

【概要】をもとに、英文を完成させましょう 

 

LIBRARY 

You can read books, use computers and  

study. 
There are a lot of books here, so you will get a lot of 
information.  It is open from 9:00 to 18:00 every 
day. 

When you enter the library, you must wash 
your hands. 

To keep the room clean is very important. 

You must be quiet in the library. 
 

Don’t forget that everyone in the room needs silence. 
information 情報 silence 静けさ 

 

 

SCHOOL CAFETERIA 

You can eat many kinds of food. 
You will enjoy your lunch time with delicious food 
and your friends!  It is open from 8:00 to 16:00.  It 
is closed on Saturday and Sunday. 

When you enter the cafeteria, you must join 
the line. 

Then you must choose dishes by yourself, for 
example, salad, soup, pasta, and so on. 

Lastly you must show your student card  
to the staff. 

You can’t pay money here. 
line 列 choose 選ぶ dish(es) 料理 pay 払う 

【概要】 

・ 図書館では本を読め

たり、コンピュータ

を使ったり、勉強し

たりすることができ

る。 

・ 蔵書は多く、開館時

間は９時～18時。 

・ 図書館に入ったら、

手を洗わなければな

らない。 

・ 図書館では静かにし

なければならない。 

【概要】 

・ 多くの種類の食事を

することができる。 

・ 営業時間は８時～16

時。 

・ 食堂に入ったら列に

並ばなければならな

い。 

・ 自分で料理を選ばな

ければならない。 

・ 最後に店員に学生証

（ student card）を

見せなければならな

い。 

解答 



ワークブック Step4 ２年 助動詞  No.2w004 
ユミは留学先の学校で、体育館の「利用案内」を作成することになりました。メモを

もとに、空いているところに英語を書き入れましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL GYM 

You        can enjoy               sports in the gym, for example, 

volleyball, badminton, and so on. 

You       must take off                    your shoes in the gym.  

You         must put on                     the shoes for the gym.  

You          must not play                     sports without those 

shoes. 

You will play sports in the P.E. classes.  Also, you can use the gym 

after school.  In that case, you        must reserve                      

the gym before using it. 

Let’s enjoy sports! 
 

 

 

 

【メモ】 

・体育館ではスポーツを楽しめる。 

・体育館では、靴を脱がなければならない。（脱ぐ…take off） 

・体育館用のシューズをはかなければならない。（はく…put on） 

・靴をはかずに体育館でスポーツをしてはいけない。 

・体育館は体育の授業以外に、放課後使うことができる。その場合

は、事前に予約しなければならない。（予約する…reserve） 

解答例 


