
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【私の町紹介２】      No.3bw061 
 
涼（リョウ）は、英語の授業で、涼（リョウ）が撮った町のビデオを見せながら紹介し

ています。 
Step1 モデル文を読もう 
 
Today, I’m going to show you Midori Museum. It was built in 1975. You 
can see many interesting things there. 
Let’s go in. Look at those old stones. They were found last year. They are 
from the Edo period.  
This picture is very beautiful. It was painted by a famous artist in the 
Meiji period. I like art.  
Look at this old bike. It was used in the Taisyo period. The design is 
different from ours. 
 
 
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．その博物館は、いつ建てられましたか。 
                    （                 ） 
２．博物館にある古い石は、いつ見つけられましたか。 
                    （                  ） 
３．博物館にある有名な人が描いた絵はいつの時代のものですか。 
                    （                 ） 
４．大正時代に使われていた古い自転車は、現代の形と同じようなものですか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
show  見せる   Midori Museum  みどり博物館   stone  石    
found  見つける find の過去分詞   artist 画家   period 時代    
painted  絵を描く paint の過去分詞   art 美術   design  デザイン 
different  異なる 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw062
涼（リョウ）は、英語の授業で、涼（リョウ）が撮った町のビデオを見せながら紹介し

ています。後の問に答えなさい。 
 
Today, I’m going to show you Midori Museum. It was [ build,  building,  
built ] in 1975. You can see many interesting things there. 
Let’s go in. Look at those old stones. They were ( f            ) last year. 
They are from the Edo period.  
This picture is very beautiful. It [ is,  was ] painted by a famous artist in 
the Meiji period. I like art.  
Look at this old bike. It [ used,  is used,  was used ] in the Taisyo 
period. The design is different from ours. 
 
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。ただし、指定されている文字で書き

始めなさい。 
 
 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介しています。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。 
 
Today, I can show you Midori Museum.  
(                               ) You can see many interesting things 
there. 
Let’s go in. Look at those old stones. They were found last year. They are 
from the Edo period.  
This picture is very beautiful.  
(                                     ) I like art.  
Look at this old bike. (                                      ) 
The design is different from ours. 
 
 
 
 

 

 

It was painted by a famous artist in the Meiji period. 
It was used in the Taisyo period. 
It was built in 1975. 



Step３  表現しよう                       No.3bw063 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介しています。英文を完成させ

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。 
 

  

 

 

Today, I am going to show you Midori Museum.  

It (             )(             ) in 1975. You can see many interesting 

things there. 

Let’s go in. Look at those old stones.  

They (             )(             ) last year. They are from the Edo 

period.  

This picture is very beautiful. 

It (             )(             ) by a famous artist in the Meiji period.  

I like art.  

Look at this old bike. (              )(              )(             ) 

in the Taisyo period.  

The design is different from ours. 

メモ 
• みどり博物館→1975 年に建てられた 
• 古い石→去年、見つけられた 
• 絵→明治時代に有名な人に描かれた 
• 古い自転車→大正時代に使われていた 

語句 
show  見せる    
Midori Museum  みどり博物館 
stone  石   found  見つける 
find の過去分詞   person 人 
period 時代   painted  絵を描く 
paint の過去分詞   art 美術 
design  デザイン   different  異なる 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw064 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介しています。涼（リョウ）に

なったつもりで次のメモを参考にして紹介文の英語を書きましょう。ただし、それぞれ

の書き出しの一文は書いてあります。語句も利用してください。 
 

 

 

 
 

Today, I am going to show you Midori Museum. 

 

 

Look at those old stones. 

 

 

This picture is very beautiful. 

 

 

Look at this old bike. 

 

 

メモ 
• みどり博物館→1975 年に建てられた 
• 古い石→去年、見つけられた 
• 絵→明治時代に有名な人に描かれた 
• 古い自転車→大正時代に使われていた 

語句 
show  見せる    
Midori Museum  みどり博物館 
stone  石   found  見つける 
find の過去分詞   person 人 
period 時代   painted  絵を描く 
paint の過去分詞   art 美術 
design  デザイン   different  異なる 
 



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【私の町紹介２】      No.3bw061 
 
涼（リョウ）は、英語の授業で、涼（リョウ）が撮った町のビデオを見せながら紹介し

ています。 
Step1 モデル文を読もう 
 
Today, I’m going to show you Midori Museum. It was built in 1975. You 
can see many interesting things there. 
Let’s go in. Look at those old stones. They were found last year. They are 
from the Edo period.  
This picture is very beautiful. It was painted by a famous artist in the 
Meiji period. I like art.  
Look at this old bike. It was used in the Taisyo period. The design is 
different from ours. 
 
 
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．その博物館は、いつ建てられましたか。 
                    （   1975 年   ） 
２．博物館にある古い石は、いつ見つけられましたか。 
                    （     去年    ） 
３．博物館にある有名な人が描いた絵はいつの時代のものですか。 
                    （    明治時代    ） 
４．大正時代に使われていた古い自転車は、現代の形と同じようなものですか。 
                    （     違う     ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
show  見せる   Midori Museum  みどり博物館   stone  石    
found  見つける find の過去分詞   artist 画家   period 時代    
painted  絵を描く paint の過去分詞   art 美術   design  デザイン 
different  異なる 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw062
涼（リョウ）は、英語の授業で、涼（リョウ）が撮った町のビデオを見せながら紹介し

ています。後の問に答えなさい。 
 
Today, I am going to show you Midori Museum. It was [ build,  building,  
built ] in 1975. You can see many interesting things there. 
Let’s go in. Look at those old stones. They were (  found  ) last year. 
They are from the Edo period.  
This picture is very beautiful. It [ is,  was ] painted by a famous artist in 
the Meiji period. I like art.  
Look at this old bike. It [ used,  is used,  was used ] in the Taisyo 
period. The design is different from ours. 
 
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。ただし、指定されている文字で書き

始めなさい。 
 
 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介しています。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。 
 
Today, I am going to show you Midori Museum.  
(   It was built in 1975.  ) You can see many interesting things there.  
Let’s go in. Look at those old stones. They were found last year. They are 
from the Edo period.  
This picture is very beautiful.  
( It was painted by a famous artist in the Meiji period. ) I like art.  
Look at this old bike. (  It was used in the Taisyo period.  ) 
The design is different from ours. 
 
 
 
 

 

 

It was painted by a famous artist in the Meiji period. 
It was used in the Taisyo period. 
It was built in 1975. 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw063 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介しています。英文を完成させ

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。 

 

 

 

Today, I am going to show you Midori Museum.  

It (   was   )(     built     ) in 1975. You can see many interesting 

things there. 

Let’s go in. Look at those old stones. 

They (     were     )(   found    ) last year. They are from the Edo 

period.  

This picture is very beautiful. 

It (  was   )(    painted   ) by a famous artist in the Meiji period.  

I like art.  

Look at this old bike. (     It      )(     was     )(      used     ) 

in the Taisyo period.  

The design is different from ours. 

メモ 
• みどり博物館→1975 年に建てられた 
• 古い石→去年、見つけられた 
• 絵→明治時代に有名な人に描かれた 
• 古い自転車→大正時代に使われていた 

語句 
show  見せる    
Midori Museum  みどり博物館 
stone  石   found  見つける 
find の過去分詞   person 人 
period 時代   painted  絵を描く 
paint の過去分詞   art 美術 
design  デザイン   different  異なる 
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw064 
涼（リョウ）は、英語の授業で写真を見せながら町を紹介してします。涼（リョウ）に

なったつもりで次のメモを参考にして紹介文の英語を書きましょう。ただし、それぞれ

の書き出しの一文は書いてあります。語句も利用してください。 

 
 

 

 

Today, I am going to show you Midori Museum. 

It was built in 1975. 

 

Look at those old stones. 

They were found last year. 

 

This picture is very beautiful. 

It was painted by a famous artist in the Meiji 

period. 

Look at this old bike. 

It was used in Taisyo period. 

 

解答例 

メモ 
• みどり博物館→1975 年に建てられた 
• 古い石→去年、見つけられた 
• 絵→明治時代に有名な人に描かれた 
• 古い自転車→大正時代に使われていた 

語句 
show  見せる    
Midori Museum  みどり博物館 
stone  石   found  見つける 
find の過去分詞   person 人 
period 時代   painted  絵を描く 
paint の過去分詞   art 美術 
design  デザイン   different  異なる 
 


