
補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【日本に住み始めて】１    No.3bw041 
 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。 
Step1 モデル文を読もう 
 

Hi Mike, 

I have lived in Japan for a month. I go to Midori Junior High School. I 

have many Japanese friends there. Ken and Ryo are my good friends. We 

play soccer after school. They play it very well. They have played it for 8 

years. We are going to have a soccer game next Sunday. 

See you later. 

Tom 

 
ポイントを確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．トムは、日本に住み始めてどのくらいになりますか。 
                    （                 ） 
２．健（ケン）と涼（リョウ）は、サッカーをどのくらいしていますか。 
                    （                 ） 
３．いつ、サッカーの試合がありますか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
live 住む   month  月   after school  放課後   See you later  またね 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw042 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。後の問

に答えなさい。 

Hi Mike, 

I have ［ live   living   lived ］in Japan for a month. I go to Midori 

Junior High School. I have many Japanese friends there. Ken and Ryo  

(         ) my good friends. We play soccer after school. They play it 

very well. They have［ play    playing    played ］it for 8 years. We 

are (         ) to have a soccer game next Sunday. 

See you later. 

Tom 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に適切な語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を読んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 

Hi Mike, 

I have lived in Japan for a month. I go to Midori Junior High School. 

(                                 )  

Ken and Ryo are my good friends. We play soccer after school. 

(                                 )  

They have played it for 8 years.  

(                                 )  

See you later. 

Tom 

 
 

We are going to have a soccer game next Sunday. 
I have many Japanese friends there. 
They play it very well. 
 



Step３  表現しよう                       No.3bw043 
 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を完成させるために、次の日本語を参考にして（      ）に適切な英語を書き

ましょう。語句も利用してください。 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I (        )(        ) in Japan for a month. I go to Midori 

Junior High School. I (        ) many Japanese friends there. 

Ken and Ryo (        ) my good friends. We (        ) soccer 

after school. They play it very well. They (        )(        ) it 

for 8 years. We (        )(        )(        ) have a soccer 

game next Sunday. 

See you later. 

Tom 
 
 
 
 
 
 

・日本に住みはじめて一ヶ月になる。 
・みどり中学校に通っている。 
・そこで多くの日本人の友だちがいる。 
・健（ケン）と涼（リョウ）は親しい友人です。 
・私たちは、放課後サッカーをする。 
・彼らはとても上手です。 
・8 年間サッカーをしている。 
・次の日曜、サッカーの試合があります。 

語句 
live 住む    
month  月    
after school  放課後 



Step４  表現しよう                        No.3bw044 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を完成させるために、次の日本語を参考にして英文を書きましょう。語句も利用して

ください。始めと終わりの英語は書いています。 
 

 

 

 

 

Hi Mike, 

 

 

 

 

 

 

 

 

See you later. 

Tom 

・日本に住みはじめて一ヶ月になる。 
・みどり中学校に通っている。 
・そこで多くの日本人の友だちがいる。 
・健（ケン）と涼（リョウ）は親しい友人です。 
・私たちは、放課後サッカーをする。 
・彼らはとても上手です。 
・8 年間サッカーをしている。 
・次の日曜、サッカーの試合があります。 

語句 
住む live     
月 month      
放課後 after school   



補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【日本に住み始めて】    No.3bw041 
 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。 
Step1 モデル文を読もう 
 

Hi Mike, 

I have lived in Japan for a month. I go to Midori Junior High School. I 

have many Japanese friends there. Ken and Ryo are my good friends. We 

play soccer after school. They play it very well. They have played it for 8 

years. We are going to have a soccer game next Sunday. 

See you later. 

Tom 

 
ポイントを確認しよう 
 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．トムは、日本に住み始めてどのくらいになりますか。 
                    （       1 ヶ月      ） 
２．健（ケン）と涼（リョウ）は、サッカーをどのくらいしていますか。 
                    （       8 年間      ） 
３．いつ、サッカーの試合がありますか。 
                    （     次の日曜日     ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
live 住む   month  月   after school  放課後   See you later  またね 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw042 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。後の問

に答えなさい。 

Hi Mike, 

I have ［ live   living   lived ］in Japan for a month. I go to Midori 

Junior High School. I have many Japanese friends there. Ken and Ryo  

(   are   ) my good friends. We play soccer after school. They play it 

very well. They have［ play    playing    played ］it for 8 years. We 

are (  going  ) to have a soccer game next Sunday. 

See you later. 

Tom 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に正しい語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を読んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 

Hi Mike, 

I have lived in Japan for a month. I go to Midori Junior High School.  
( I have many Japanese friends there. )  
Ken and Ryo are my good friends. We play soccer after school. 

( They play it very well. )  
They have played it for 8 years.  

(We are going to have a soccer game next Sunday.)  
See you later. 

Tom 

 
 
 

We are going to have a soccer game next Sunday. 
I have many Japanese friends there. 
They play it very well. 
 

解答 



Step３  表現しよう                      No.3bw043 
 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を完成させるために、次の日本語を参考にして（      ）に適切な英語を書き

ましょう。語句も利用してください。 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I (  have  )(  lived  ) in Japan for a month. I go to Midori 

Junior High School. I (  have  ) many Japanese friends there. 

Ken and Ryo (   are   ) my good friends. We (  play  ) soccer 

after school. They play it very well. They ( have )(  played ) it 

for 8 years. We (  are  )(   going   )(  to  ) have a soccer 

game next Sunday. 

See you later. 

Tom 
 
 
 
 
 
 

・日本に住みはじめて一ヶ月になる。 
・みどり中学校に通っている。 
・そこで多くの日本人の友だちがいる。 
・健（ケン）と涼（リョウ）は親しい友人です。 
・私たちは、放課後サッカーをする。 
・彼らはとても上手です。 
・8 年間サッカーをしている。 
・次の日曜、サッカーの試合があります。 

語句 
live 住む    
month  月    
after school  放課後 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw044 
日本にいるトムは、オーストラリアにいる友人のマイクにメールを送りました。その英

文を完成させるために、次の日本語を参考にして英文を書きましょう。語句も利用して

ください。始めと終わりの英語は書いています。 
 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I have lived in Japan for a month. 

I go to Midori Junior High School. 

I have many Japanese friends there. 

Ken and Ryo are good friends. 

We play soccer after school. 

They play it very well. 

They have played it for eight years. 

We are going to have a soccer game next Sunday. 

See you later. 

Tom 

・日本に住みはじめて一ヶ月になる。 
・みどり中学校に通っている。 
・そこで多くの日本人の友だちがいる。 
・健（ケン）と涼（リョウ）は親しい友人です。 
・私たちは、放課後サッカーをする。 
・彼らはとても上手です。 
・8 年間サッカーをしている。 
・次の日曜、サッカーの試合があります。 

語句 
住む live     
月 month      
放課後 after school   
 

解答例 


