
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】２    No.3bw045 
 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。 
Step1 モデル文を読もう 
 

Hi Tom, 

Thank you for your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on TV. It 

was very interesting. Have you ever been to Kyoto and Nara? There are 

many old temples and shrines there. Have you ever seen Mt. Fuji? It is 

very beautiful. I want to visit Japan some day. 

See you later. 

Mike 

 
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．マイクは、昨日見たテレビ番組にどのような感想を持ちましたか。 
                    （                 ） 
２．マイクは、トムに２つの質問をしています。その２つの質問を書きなさい。 
  （                 ）（                  ） 
３．トムは、いつかどこへ訪れたいと言っていますか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
E mail 電子メール   “About Japan”  テレビ番組名   temple  寺    
shrine  神社   Mt. Fuji  富士山   some day  いつか   
See you later  またね 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw046 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。後の

問に答えなさい。 
 

Hi Tom, 

(        ) you for your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on 

TV. It was very interesting. Have you ever [  been  are  were  ] to 

Kyoto and Nara? (        ) are many old temples and shrines there. 

[  Do  Are  Have ] you ever seen Mt. Fuji? It is very beautiful. I 

(       ) to visit Japan some day. 

See you later. 

Mike 
 
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 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

(                                   )  Yesterday, I watched “About 

Japan” on TV. It was very interesting. Have you ever been to Kyoto and 

Nara? (                                     )   

Have you ever seen Mt. Fuji? It is very beautiful.  

(                                   )   

See you later. 

Mike 

 
 

I want to visit Japan some day. 
Thank you for your E mail. 
There are many old temples and shrines there. 



Step３  表現しよう                       No.3bw047 
 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

Thank you (       ) your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on 

TV. It was very interesting. (       ) you (       )(       ) to Kyoto 

and Nara? (       )(       ) many old temples and shrines there. Have 

you ever (        ) Mt. Fuji? It is very beautiful. I (        ) to visit 

Japan some day. 

See you later. 

Mike 

 

 

 
 
 

・メール、ありがとう。 
・昨日、テレビで “About Japan”を見た。 
・とても興味深かった。 
・京都と奈良へは行ったことがあるか。 
・多くの古い寺や神社がある。 
・富士山を今まで、見たことがあるか。 
・とても美しい。 
・いつか、日本を訪れたい。 

語句 
E mail 電子メール    
“About Japan”  テレビ番組名 
temple 寺   shrine  神社 
Mt. Fuji  富士山    
some day  いつか   
 



Step４  表現しよう                        No.3bw048 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

See you later. 

Mike 

・メール、ありがとう。 
・昨日、テレビで “About Japan”を見た。 
・とても興味深かった。 
・京都と奈良へは行ったことがあるか。 
・多くの古い寺や神社がある。 
・富士山を今まで、見たことがあるか。 
・とても美しい。 
・いつか、日本を訪れたい。 

語句 
電子メール E mail    
テレビ番組名 “About Japan”   
寺 temple   神社 shrine   
富士山 Mt. Fuji      
いつか some day     
 



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.3bw045 
 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。 
Step1 モデル文を読もう 
 

Hi Tom, 

Thank you for your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on TV. It 

was very interesting. Have you ever been to Kyoto and Nara? There are 

many old temples and shrines there. Have you ever seen Mt. Fuji before? 

It is very beautiful. I want to visit Japan some day. 

See you later. 

Mike 

 
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．マイクは、昨日見たテレビ番組にどのような感想を持ちましたか。 
                    （   とても興味深かった  ） 
２．マイクは、トムに２つの質問をしています。その２つの質問を書きなさい。 
 （今まで京都と奈良へ行ったことがあるか。）（富士山を今まで見たことがあるか。） 
３．トムは、いつかどこへ訪れたいと言っていますか。 
                    （    日本    ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
E mail 電子メール   “About Japan”  テレビ番組名   temples  寺    
shrine  神社   Mt. Fuji  富士山   some day  いつか   
See you later  またね 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw046 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。後の

問に答えなさい。 
 

Hi Tom, 

(  Thank  ) you for your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on 

TV. It was very interesting. Have you ever [  been  are  were  ] to 

Kyoto and Nara? ( There ) are many old temples and shrines there. 

[  Do  Are  Have ] you ever seen Mt. Fuji? It is very beautiful. I 

( want ) to visit Japan some day. 

See you later. 

Mike 
 
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 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

(Thank you for your E mail.)  Yesterday, I watched “About Japan” on TV. 

It was very interesting. Have you ever been to Kyoto and Nara? (There 

are many old temples and shrines there. )   

Have you ever seen Mt. Fuji? It is very beautiful.  

(  I want to visit Japan some day.  )   

See you later. 

Mike 

 
 

I want to visit Japan some day. 
Thank you for your E mail. 
There are many old temples and shrines there. 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw047 
 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

Thank you (  for  ) your E mail. Yesterday, I watched “About Japan” on 

TV. It was very interesting. ( Have ) you (  ever  )(  been  ) to Kyoto 

and Nara? ( There )(  are  ) many old temples and shrines there. Have 

you ever (   seen  ) Mt. Fuji? It is very beautiful. I (  want ) to visit 

Japan some day. 

See you later. 

Mike 

 

 

 
 
 

・メール、ありがとう。 
・昨日、テレビで “About Japan”を見た。 
・とても興味深かった。 
・京都と奈良へは行ったことがあるか。 
・多くの古い寺や神社がある。 
・富士山を今まで、見たことがあるか。 
・とても美しい。 
・いつか、日本を訪れたい。 

語句 
E mail 電子メール    
“About Japan”  テレビ番組名 
temple 寺   shrine  神社 
Mt. Fuji  富士山    
some day  いつか   
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw048 
日本にいるトムに、オーストラリアにいる友人のマイクからメールが届きました。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 Tom, 

Thank you for your E mail. 

Yesterday, I watched “About Japan” on TV. 

It was very interesting. 

Have you ever been to Kyoto and Nara? 

There are many old temples and shrines there. 

Have you ever seen Mt. Fuji? 

It is very beautiful. 

I want to visit Japan some day. 

See you later. 

Mike 

・メール、ありがとう。 
・昨日、テレビで “About Japan”を見た。 
・とても興味深かった。 
・京都と奈良へは行ったことがあるか。 
・多くの古い寺や神社がある。 
・富士山を今まで、見たことがあるか。 
・とても美しい。 
・いつか、日本を訪れたい。 

語句 
電子メール E mail    
テレビ番組名 “About Japan”   
寺 temple   神社 shrine   
富士山 Mt. Fuji      
いつか some day     
 

解答例 


