
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】２  No.3bw053 
 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken:  Tom, have you finished your homework? 
Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  
     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  
Ryo:  I have been there before and took some pictures of it. I  
     will show them to you. 
Tom:  Thank you very much. How about your homework?    
     Have you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
 
 
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、何の宿題がまだ終わっていませんか。 
                    （                 ） 
２．涼（リョウ）は、大阪城へ行ったことがありますか。 
                    （                  ） 
３．涼（リョウ）は、トムに何を見せますか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
drawn  絵を描く draw の過去分詞   Osaka Castle  大阪城 
do your best  最善を尽くす 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw054 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。後の問に答えなさい。 
Ken:  Tom, have you [ finish, finished, finishing ] your      
     homework? 
Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  
     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  
Ryo:  I have [ am,  be,  been ] there before and took some   
     pictures of it. I will show them to you. 
Tom:  Thank you very much. How about your homework?    
     (               ) you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
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 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

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。 
Ken:  Tom, have you finished your homework? 
Tom:  No, I haven’t. 
     (                                      )       
     I want to draw Osaka Castle, but I don’t have a picture 
     of it.  
Ryo:  (                                      ) and took 
      some pictures of it. I will show them to you. 
Tom:  (                                      ). How about 
      your homework? Have you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
 
 

 

 

Thank you very much 
I have been there before  
I have not drawn a picture yet 



Step３  表現しよう                       No.3bw055 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。3 人の会話文を完成させるために、次のメモを参考にして（       ）に適

切な英語を書きましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

Ken:  Tom, (            )(             )(             ) your 

     homework? 

Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  

     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  

Ryo:  I (             )(              ) there before and took 

     some pictures of it. I will show them to you. 

Tom:  Thank you very much. How about your homework?    

     (             ) you (             ) all the homework? 

Ken:  Yes, we have. 

Ryo:  Do your best, Tom. 

Tom:  OK… 

 

 

メモ 
・まだ、宿題を終えていない 
・絵をまだ描いていない 
・大阪城を描きたいが、写真を持っていない 
・涼（リョウ）が以前に行ったころがあり、大

阪城の写真をとった 
・それらを見せてくれる 
・健（ケン）と涼（リョウ）は宿題をすべて 
 終えている 
 

語句 
drawn  絵を描く draw の過去分詞   

Osaka Castle  大阪城 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw056 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしました。

その日の夜、トムは日記を書きます。トムになったつもりで、次のメモを参考にして下

線部に英語を書きなさい。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
・まだ、宿題を終えていない 
・絵をまだ描いていない 
・大阪城を描きたいが、写真を持っていない 
・涼（リョウ）が以前に行ったころがあり、大

阪城の写真をとった 
・それらを見せてくれる 
・健（ケン）と涼（リョウ）は宿題をすべて 
 終えている 

語句 
絵を描く draw    
     過去分詞 drawn 
大阪城 Osaka Castle   



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.3bw053 
 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken:  Tom, have you finished your homework? 
Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  
     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  
Ryo:  I have been there before and took some pictures of it. I  
     will show them to you. 
Tom:  Thank you very much. How about your homework?    
     Have you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
 
 
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、何の宿題がまだ終わっていませんか。 
                    （ 絵を描く宿題 ） 
２．涼（リョウ）は、大阪城へ行ったことがありますか。 
                    （ あります ） 
３．涼（リョウ）は、トムに何を見せますか。 
                    （ 大阪城の写真 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
drawn  絵を描く draw の過去分詞   Osaka Castle  大阪城 
do your best  最善を尽くす 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw054 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。後の問に答えなさい。 
Ken:  Tom, have you [ finish, finished, finishing ] your      
     homework? 
Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  
     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  
Ryo:  I have [ am,  be,  been ] there before and took some   
     pictures of it. I will show them to you. 
Tom:  Thank you very much. How about your homework?    
     ( Have ) you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
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 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

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。 
Ken:  Tom, have you finished your homework? 
Tom:  No, I haven’t. 
     ( I have not drawn a picture yet ).      
     I want to draw Osaka Castle, but I don’t have a picture 
     of it.  
Ryo:  ( I have been there before ) and took 
      some pictures of it. I will show them to you. 
Tom:  ( Thank you very much ). How about 
      your homework? Have you finished all the homework? 
Ken:  Yes, we have. 
Ryo:  Do your best, Tom. 
Tom:  OK… 
 
 

 

 

Thank you very much 
I have been there before  
I have not drawn a picture yet 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw055 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしていま

す。3 人の会話文を完成させるために、次のメモを参考にして（       ）に適

切な英語を書きましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

Ken:  Tom, ( have )( you )( finished ) your                 

     homework? 

Tom:  No, I haven’t. I have not drawn a picture yet. I want to  

     draw Osaka Castle, but I don’t have a picture of it.  

Ryo:  I ( have )( been ) there before and took             

     some pictures of it. I will show them to you. 

Tom:  Thank you very much. How about your homework?    

     ( Have ) you ( finished ) all the homework? 

Ken:  Yes, we have. 

Ryo:  Do your best, Tom. 

Tom:  OK… 

 
 

メモ 
・まだ、宿題を終えていない 
・絵をまだ描いていない 
・大阪城を描きたいが、写真を持っていない 
・涼（リョウ）が以前に行ったころがあり、大

阪城の写真をとった 
・それらを見せてくれる 
・健（ケン）と涼（リョウ）は宿題をすべて 
 終えている 
 

語句 
drawn  絵を描く draw の過去分詞   

Osaka Castle  大阪城 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw056 
8 月 29 日の午後トムは、友人の健（ケン）と涼（リョウ）の二人と会って話をしました。

その日の夜、トムは日記を書きます。トムになったつもりで、次のメモを参考にして下

線部に英語を書きなさい。語句も利用してください。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

I have not finished my homework yet. 

I have not drawn a picture. 
I want to draw a picture of Osaka Castle, but I 
don’t have a picture of it. 
Ryo has been there and took some pictures of it. 

He will show them to me. 

Ken and Ryo have finished all the homework. 

I will finish my homework soon. 

 

 

解答例 

メモ 
・まだ、宿題を終えていない 
・絵をまだ描いていない 
・大阪城を描きたいが、写真を持っていない 
・涼（リョウ）が以前に行ったころがあり、大

阪城の写真をとった 
 それらを見せてくれる 
・健（ケン）と涼（リョウ）は宿題をすべて 
 終えている 

語句 
絵を描く draw    
     過去分詞 drawn 
大阪城 Osaka Castle   
 


