
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【トムの町紹介１】    No.3bw065 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: What is the tallest tower in the picture? 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is The Sydney Opera House. 
Tom: That’s right. Many people visit there every year. 
Ken: When was it built? 
Tom: It was built in 1973.  

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: It is not written in Japanese. It is written in English. Is that OK? 
Ryo: Yes, I will try. 
 
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．トムが紹介している写真の中で最も高い塔は何ですか。 
                    （                 ） 
２．毎年、多くの人が訪れる場所はどこですか。 
                    （                  ） 
３．それは、いつ建てられましたか。 
                    （                 ） 
４．トムが使っているガイドブックは、日本語で書かれていますか。 
                    （                 ） 
語（句）を確認しよう 
 
Sydney  シドニー（オーストラリアの都市の名前）   tower  タワー（塔） 
high  高さ   wonderful  素晴らしい   views  景色   top 最上部 
The Sydney The Sydney Opera House  オペラハウス（シドニーにある劇場・コンサー

トホール）  
guidebook ガイドブック（案内書）   information  情報 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw066
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらオーストラリアを紹介します。その会話

文を読んで、後の問に答えなさい。 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: What is the [ tall,  taller,  tallest ] tower in the picture? 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is the Sydney Opera House. 
Tom: That’s right.  

Many people visit there every year. 
Ken: (             ) was it built? 
Tom: It was built in 1973.  

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: It [ am,  are,  is ] not [ written,  wrote,  writing ] in Japanese.  

It is (                ) in English. Is that OK? 
Ryo: Yes, I will try. 
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 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

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。 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: (                                            ) 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is the Sydney Opera House. 
Tom: That’s right.  
Ken: When was it built? 
Tom: It was built in 1973. (                                       ) 

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: (                                        )  

It is written in English. Is that OK? 
Ryo: Yes, I will try. 
 

Many people visit there every year. 
What is the tallest tower in the picture? 
It is not written in Japanese. 



Step３  表現しよう                       No.3bw067 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、涼（リョウ）は分かったことを英語でまとめ

ます。涼（リョウ）になったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適切

な英語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

Tom (           ) in Sydney. 

Sydney tower is 305m (           ). 

We can (            ) wonderful views from the top. 

The Sydney Opera House (             )(            ) in 

1973. 

Many people (         )(          ) every year. 

I (         )(          )(          ) the guidebook. 

It (            )(             )(             ) in Japanese. 

It (            )(             )(             ) English. 

メモ 
• シドニーに住んでいる 
• シドニータワーは 305 メートルの高さ 
• 素晴らしい景色を見ることができる 
• オペラハウスは、1973 年に建てられた 
• 毎年、多くの人がそこを訪れる 
• 私はそのガイドブックを読みたい 
• それは日本語では書かれていない 
• 英語で書かれている 

語句 
Sydney  シドニー 
tower  タワー（塔） 
high  高さ    
wonderful  素晴らしい 
views  景色    
top 最上部 
Opera House  オペラハウス 
guidebook ガイドブック 
information  情報 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw068 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、涼（リョウ）は分かったことを英語でまとめ

ます。涼（リョウ）になったつもりで次のメモを参考にして英語を書きましょう。語句

も利用してください。ただし、それぞれの書き出しの語は書いてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

Tom 

Sydney tower  

We  

The Sydney Opera House  

Many people 

I 

It  

It  
 

メモ 
• シドニーに住んでいる 
• シドニータワーは 305 メートルの高さ 
• 素晴らしい景色を見ることができる 
• オペラハウスは、1973 年に建てられた 
• 毎年、多くの人がそこを訪れる 
• 私はそのガイドブックを読みたい 
• それは日本語では書かれていない 
• 英語で書かれている 

語句 
Sydney  シドニー 
tower  タワー（塔） 
high  高さ    
wonderful  素晴らしい 
views  景色    
top 最上部 
Opera House  オペラハウス 
guidebook ガイドブック 
information  情報 
 



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【トムの町紹介１】   No.3bw065 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。 
 
Step1 モデル文を読もう 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: What is the tallest tower in the picture? 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is the Sydney Opera House. 
Tom: That’s right. Many people visit there every year. 
Ken: When was it built? 
Tom: It was built in 1973.  

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: It is not written in Japanese. It is written in English. Is that OK? 
Ryo: Yes, I will try. 
 
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．トムが紹介している写真の中で最も高い塔は何ですか。 
                    （   シドニータワー   ） 
２．毎年、多くの人が訪れる場所はどこですか。 
                    （    オペラハウス   ） 
３．それは、いつ建てられましたか。 
                    （    1973 年    ） 
４．トムが使っているガイドブックは、日本語で書かれていますか。 
                    （    いいえ    ） 
語（句）を確認しよう 
 
Sydney  シドニー（オーストラリアの都市の名前）   tower  タワー（塔） 
high  高さ   wonderful  素晴らしい   views  景色   top 最上部 
The Sydney Opera House  オペラハウス（シドニーにある劇場・コンサートホール）  
guidebook ガイドブック（案内書）   information  情報 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw066
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで、後の問に答えなさい。 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: What is the [ tall,  taller,  tallest ] tower in the picture? 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is the Sydney Opera House. 
Tom: That’s right.  

Many people visit there every year. 
Ken: (   When   ) was it built? 
Tom: It was built in 1973.  

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: It [ am,  are,  is ] not [ written,  wrote,  writing ] in Japanese.  

It is (   written  ) in English. Is that OK?? 
Ryo: Yes, I will try. 
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 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

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。 
Tom: I live in Sydney. It is a big city.  

Look, there are many tall buildings. 
Ken: (    What is the tallest tower in the picture?     ) 
Tom: It is Sydney tower. It is 305m high. You can see wonderful views 

from the top. Look at this picture. Do you know it? 
Ryo: Yes. It is the Sydney Opera House. 
Tom: That’s right.  
Ken: When was it built? 
Tom: It was built in 1973. ( Many people visit there every year. ) 

This guidebook tells you a lot of information about it. 
Ryo: I want to read it. 
Tom: ( It is not written in Japanese. )  

It is written in English. Is that OK? 
Ryo: Yes, I will try. 
 

Many people visit there every year. 
What is the tallest tower in the picture? 
It is not written in Japanese. 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw067 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、涼（リョウ）は分かったことを英語でまとめ

ます。涼（リョウ）になったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適切

な英語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

Tom (  lives  ) in Sydney. 

Sydney tower is 305m (  high  ). 

We can (  see  ) wonderful views from the top. 

The Sydney Opera House (   was  )(   built  ) in 1973. 

Many people ( visit )( there ) every year. 

I (  want  )(    to    )(   read   ) the guidebook. 

It (   is   )(   not   )(  written  ) in Japanese. 

It (   is   )(  written  )(   in  ) English. 

 

メモ 
• シドニーに住んでいる 
• シドニータワーは 305 メートルの高さ 
• 素晴らしい景色を最上部から見ることが

できる 
• オペラハウスは、1973 年に建てられた 
• 毎年、多くの人がそこを訪れる 
• 私はそのガイドブックを読みたい 
• それは日本語では書かれていない 
• 英語で書かれている 

語句 
Sydney  シドニー 
tower  タワー（塔） 
high  高さ    
wonderful  素晴らしい 
views  景色    
top 最上部 
Opera House  オペラハウス 
guidebook ガイドブック 
information  情報 
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw068 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、涼（リョウ）は分かったことを英語でまとめ

ます。涼（リョウ）になったつもりで次のメモを参考にして英語を書きましょう。語句

も利用してください。ただし、それぞれの書き出しの語は書いてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

Tom lives in Sydney. 

Sydney tower is 305m high. 

We can see wonderful views from the top. 

The Sydney Opera House was built in 1973. 

Many people visit there every year. 

I want to read the guidebook. 

It is not written in Japanese. 

It is written in English. 
 

解答例 

メモ 
• シドニーに住んでいる 
• シドニータワーは 305 メートルの高さ 
• 素晴らしい景色を最上部から見ることが

できる 
• オペラハウスは、1973 年に建てられた 
• 毎年、多くの人がそこを訪れる 
• 私はそのガイドブックを読みたい 
• それは日本語では書かれていない 
• 英語で書かれている 

語句 
Sydney  シドニー 
tower  タワー（塔） 
high  高さ    
wonderful  素晴らしい 
views  景色    
top 最上部 
Opera House  オペラハウス 
guidebook ガイドブック 
information  情報 
 


