
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【夏休みが終わるまでに】１  No.3bw049 
 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Mother: Tom, where are you going to go? 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 
list. Have you finished your homework yet? 

Tom:  No, I haven’t. I have not written a book report yet.  
And I have not drawn a picture. 

Mother: When will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: Tom, you have to do it now. 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
 
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．このモデル文の会話は何月何日に行われていますか。 
                    （                 ） 
２．トムは、今日の午後、誰と何をする予定でしたか。 
  （誰と：           ）（何を：               ） 
３．トムは、何の宿題がまだ終わっていませんか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
homework list 宿題リスト   book report  読書感想文    
drawn draw（絵を描く）の過去分詞   
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw050 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。後

の問に答えなさい。 
 
Mother: Tom, where are you going to go? 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. School will start on 

September 1st. Here is your homework list. [ Do,  Did,  
Have ] you finished your homework yet? 

Tom: No, I haven’t. I have not [ write,  wrote,  written ] a book 
report yet. And I have not drawn a picture. 

Mother: (        ) will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: Tom, you have (          ) do it now. 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
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 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。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。 
Mother: (                                    ) 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 
list. (                                       ) 

Tom:  No, I haven’t. I have not written a book report yet. 
And I have not drawn a picture. 

Mother: When will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: (                                        ) 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
 

 

 

Tom, you have to do it now. 
Have you finished your homework yet? 
Tom, where are you going to go? 
 



Step３  表現しよう                       No.3bw051 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。そ

の英文を完成させるために、（       ）に適切な英語を書きましょう。語句も利

用してください。 

 

 

 

Mother: Tom, (             ) are you going to go? 

Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 

Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 

list. (            )(            )(            ) your  

homework yet? 
Tom: No, I haven’t. I have (            )(            ) a book 

report (             ). And I have not drawn a picture. 
Mother: When will you do all the homework? 

Tom:  Tomorrow. 

Mother: Tom, you (             )(          ) do it now. 

After that, you can go out. OK? 

Tom:  Yes… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

学校だより（夏休みの宿題リスト） 
• 数学のワークブックを終わらせる 
• 英語のワークブックを終わらせる 
• 読書感想文( book report )を書く 
• 絵を描く 

語句 
drawn draw（絵を描く）の過去分詞 



Step４  表現しよう                        No.3bw052 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんから宿題がすべて終わってから行きなさい

と言われました。トムになったつもりで、次の「やることリスト」を見ながら、すでに

終えたこと、まだ終えていないことを、例を参考にして英語で書きましょう。語句も利

用してください。 
 

 

 

 

 

 

 

○例   I have finished math workbook. 

 

 

 

 
 

 

 

「やることリスト」 
 

チェックが入っている項目(   )は、すでに終えたことです。 
 数学のワークブックを終わらせる( workbook ) ○例  

 英語のワークブックを終わらせる 
 読書感想文( book report )を書く 
 絵を描く( draw ) 

 英語の新聞( newspapers )を読む 

  
  

語句 
絵を描く draw 
        過去分詞 drawn 
   



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【夏休みが終わるまでに】  No.3bw049 
 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Mother: Tom, where are you going to go? 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 
list. Have you finished your homework yet? 

Tom:  No, I haven’t. I have not written a book report yet. 
And I have not drawn a picture. 

Mother: When will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: Tom, you have to do it now. 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
 
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．このモデル文の会話は何月何日に行われていますか。 
                    （    8 月 29 日   ） 
２．トムは、今日の午後、誰と何をする予定でしたか。 
  （誰と：   ケンとシン    ）（何を：   泳ぎに行く    ） 
３．トムは、何の宿題がまだ終わっていませんか。 
                    （   読書感想文と絵を描くこと ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
homework list 宿題リスト   book report  読書感想文    
drawn draw（絵を描く）の過去分詞   
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw050 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。後

の問に答えなさい。 
 
Mother: Tom, where are you going to go? 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. School will start on 

September 1st. Here is your homework list. [ Do,  Did,  
Have ] you finished your homework yet? 

Tom: No, I haven’t. I have not [ write,  wrote,  written ] a book 
report yet. And I have not drawn a picture. 

Mother: (  When  ) will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: Tom, you have (  to  ) do it now. 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
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 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。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。 
 
Mother: (   Tom, where are you going to go?    ) 
Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 
Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 
list. (  Have you finished your homework yet?  ) 

Tom:  No, I haven’t. I have not written a book report yet. 
And I have not drawn a picture. 

Mother: When will you do all the homework? 
Tom:  Tomorrow. 
Mother: (   Tom, you have to do it now.  ) 

After that, you can go out. OK? 
Tom:  Yes… 
 
 

Tom, you have to do it now. 
Have you finished your homework yet? 
Tom, where are you going to go? 
 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw051 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんが学校だよりを見ながら話しかけます。そ

の英文を完成させるために、（       ）に適切な英語を書きましょう。語句も利

用してください。 
 

 

 

 

Mother: Tom, (   where   ) are you going to go? 

Tom:  I’m going to go swimming with Ken and Shin. 

Mother: Wait! Tom, today is August 29th. 

School will start on September 1st. Here is your homework 

list. (   Have   )(    you    )(   finished   ) your  

homework yet? 

Tom: No, I haven’t. I have (   not   )(    written   ) a book 

report (     yet     ). And I have not drawn a picture. 

Mother: When will you do all the homework? 

Tom:  Tomorrow. 

Mother: Tom, you (     have     )(     to     ) do it now. 

After that, you can go out. OK? 

Tom:  Yes… 

 

 

 
 
 
 
 

学校だより（夏休みの宿題リスト） 
• 数学のワークブックを終わらせる 
• 英語のワークブックを終わらせる 
• 読書感想文( book report )を書く 
• 絵を描く 

語句 
drawn draw（絵を描く）の過去分詞 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw052 
トムが遊びに出かけようとすると、お母さんから宿題がすべて終わってから行きなさい

と言われました。トムになったつもりで、次の「やることリスト」を見ながら、すでに

終えたこと、まだ終えていないことを、例を参考にして英語で書きましょう。語句も利

用してください。 

 

 

 

 

 

 

○例   I have finished math workbook. 

I have finished English workbook. 

I have not written a book report yet. 

I have not drawn a picture yet. 

I have read English newspapers. 
 

 

 
 

「やることリスト」 
 

チェックが入っている項目(   )は、すでに終えたことです。 
 数学のワークブックを終わらせる( workbook ) ○例  

 英語のワークブックを終わらせる 
 読書感想文( book report )を書く 
 絵を描く( draw ) 

 英語の新聞( newspapers )を読む 

  
  

語句 
絵を描く draw 
        過去分詞 drawn 

解答例 


