
補助ワークブック ３年                      No.3bw017 
日常生活につながる自己表現ワークブック【紹介したい人・物】 
      
真一は、ある本について英語で紹介しています。その内容を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
The book which I bought last week is very interesting. 

This is the book which is written about the Meiji Era. 

The person that I like the best in the book is Masaoka Shiki. 

He is the person who made a new style of haiku. 
 
 
 

モデル文を確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 

１．真一は、先週買った本の感想をどのように言っていますか。 
（           ） 

２．その本は、いつの時代について書かれた本ですか。（         ） 
３．真一がその本の中で一番好きな人は誰ですか。（         ） 
４．真一は、その人はどんなことをした人だと言っていますか。 

（             ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
bought buy 買うの過去形   written write 書くの過去分詞    
the Meiji Era 明治時代   person 人 
Masaoka Shiki 正岡子規（俳人）   new style of haiku 俳句の新しい型  
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                 No.3bw018 
 
真一が、ある本について英語で紹介します。（    ）内の語を正しく並べ替えましょ

う。 
The book which ( last week / I / bought ) is very interesting. 
 
This is the book ( is /which / written ) about the Meiji Era. 
 
The person that ( like / I / the best ) in the book is Masaoka 

Shiki. 
 
He is the person ( made / who ) a new style of haiku. 
 
 
 

 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
真一が、ある本について英語で紹介します。（    ）に入る語句を下の中から選び、

英文を書きましょう。 
 
The (                           ) is very interesting. 
 
This is the (                        ) about the Meiji Era. 
 
The (                        ) in the book is Masaoka Shiki. 
 
He is the (                            ) a new style of haiku. 
 
 

person who made 
book which is written 
person that I like the best 
book which I bought last week 

 
 
 



Step３ ① 表現しよう                                             No.3bw019 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、（    ）に適

切な英語を入れましょう。 
 
 
 
 
 

The (         ) which (     )(            ) last week is 
very interesting. 
This is the book (          ) is written about the Meiji Era. 
The person that (     )(         ) the best in the book is 

Masaoka Shiki. 
He is the person (         ) made a new style of haiku. 

 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、（    ）に適

切な英語を入れましょう。 
 
 
 
 
 
 

The (         ) (          ) (    )(            ) last week 
is very interesting. 
This is the (          ) (          ) is written about the Meiji 

Era. 
The person that (     )(         ) the (      ) in the book is 

Masaoka Shiki. 
He is the person (         ) (        ) a new style of haiku. 

 

先週買った本：とても興味深い 
その本：明治時代について書かれている 
その本の中で一番好きな人：正岡子規 
             俳句の新しいスタイルを作った人 

メモ 

先週買った本：とても興味深い 
その本：明治時代について書かれている 
その本の中で一番好きな人：正岡子規 
             俳句の新しいスタイルを作った人 

メモ 



Step４  表現しよう                                                No.3bw020 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、真一になったつ

もりで英文を書きましょう。①～④の内容を書き出しの語に続いて書き始めなさい。 
 
       真一のメモ 
①先週買った本：とても興味深い 
②その本：明治時代について書かれている 
③その本の中で一番好きな人：正岡子規 
④俳句の新しいスタイルを作った人 
 
 
 
 
 

①The book  

②This is the book 

③The person 

④He is  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



補助ワークブック ３年                      No.3bw017 
日常生活につながる自己表現ワークブック【紹介したい人・物】 
      
真一は、ある本について英語で紹介しています。その内容を読みましょう。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
The book which I bought last week is very interesting. 

This is the book which is written about the Meiji Era. 

The person that I like the best in the book is Masaoka Shiki. 

He is the person who made a new style of haiku. 
 
 
 

モデル文を確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に答えなさい。 

１．真一は、先週買った本の感想をどのように言っていますか。 
（ とても興味深い ） 

２．その本は、いつの時代について書かれた本ですか。（ 明治時代 ） 
３．真一がその本の中で一番好きな人は誰ですか。（ 正岡子規 ） 
４．真一は、その人はどんなことをした人だと言っていますか。 

（ 俳句の新しい型を作った人） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
bought buy 買うの過去形   written write 書くの過去分詞    
the Meiji Era 明治時代   person 人 
Masaoka Shiki 正岡子規（俳人）   new style of haiku 俳句の新しい型  
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                                 No.3bw018 
 
真一が、ある本について英語で紹介します。（    ）内の語を正しく並べ替えましょ

う。 
The book which ( I bought last week ) is very interesting. 
 
This is the book ( which is written ) about the Meiji Era. 
 
The person that ( I like the best ) in the book is Masaoka 

Shiki. 
 
He is the person ( who made ) a new style of haiku. 
 
 
 

 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
真一が、ある本について英語で紹介します。（    ）に入る語句を下の中から選び、

英文を書きましょう。 
 
The (   book which I bought last week   ) is very interesting. 
 
This is the (   book which is written   ) about the Meiji Era. 
 
The (   person that I like the best   ) in the book is Masaoka 

Shiki. 
 
He is the (  person who made   ) a new style of haiku. 
 
 

person who made 
book which is written 
person that I like the best 
book which I bought last week 

 
 

解答 



Step３ ① 表現しよう                                             No.3bw019 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、（    ）に適

切な英語を入れましょう。 
 
 
 
 
 

The ( book ) which ( I )( bought ) last week is very interesting. 
This is the book ( which [ that ] ) is written about the Meiji 

Era. 
The person that ( I )( like ) the best in the book is Masaoka 

Shiki. 
He is the person ( who [ that ] ) made a new style of haiku. 

 
 

Step３ ② 表現しよう  Step３①より（   ）の数が多くなっています 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、（    ）に適

切な英語を入れましょう。 
 
 
 
 
 
 

The ( book ) ( which [ that ] ) ( I )( bought ) last week is very 
interesting. 
This is the ( book ) ( which [ that ] ) is written about the Meiji 

Era. 
The person that ( I )( like ) the ( best ) in the book is Masaoka 

Shiki. 
He is the person ( who [ that ] ) ( made ) a new style of haiku. 

 

先週買った本：とても興味深い 
その本：明治時代について書かれている 
その本の中で一番好きな人：正岡子規 
             俳句の新しいスタイルを作った人 

メモ 

先週買った本：とても興味深い 
その本：明治時代について書かれている 
その本の中で一番好きな人：正岡子規 
             俳句の新しいスタイルを作った人 

メモ 

解答 



Step４  表現しよう                                                No.3bw020 
真一が、ある本について英語で紹介します。その原稿のメモをもとに、真一になったつ

もりで英文を書きましょう。①～④の内容を書き出しの語に続いて書き始めなさい。 
 
       真一のメモ 
①先週買った本：とても興味深い 
②その本：明治時代について書かれている 
③その本の中で一番好きな人：正岡子規 
④俳句の新しいスタイルを作った人 
 
 
 
 
 

①The book which [ that ] I bought last week is very 

interesting. 

②This is the book which [ that ] is written about the 

Meiji Era. 

③The person that I like the best in the book is Masaoka 

Shiki. 

④He is the person who [ that ] made a new style of 

haiku. 
 
 
 
 
 
 
 

解答 


