
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【夏祭り１】    No.3bw073 
健（ケン）と涼（リョウ）はトムを連れて、みどり市の夏祭りに行きます。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Tom: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 Where is the festival held? 
Ken: At Midori Park. Many people visit there and you can see many  

shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: We call this festival Midori Sai. Sai means festival.  
Tom: I see. Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: Midori Sai makes us happy! 
 
 
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．健、涼、トムの 3 人が行く夏祭りは、どこで開催されていますか。 
                    （                 ） 
２．その夏祭りには、たくさんのお店が出ていますか。 
                    （                  ） 
３．健や涼は、その夏祭りのことを何と呼んでいますか。 
                    （                 ） 
４．その夏祭りは、健や涼をどのような気持ちにしてくれると言っていますか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
first 初めての、最初の   festival 祭り   held 開催する hold の過去分詞 
shop  店   Midori City Summer Festival  みどり市夏祭り   call  呼ぶ 
mean  意味する   every summer  毎年の夏   make  ～を･･･の状態にする 
 
 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw074
健（ケン）と涼（リョウ）はトムを連れて、みどり市の夏祭りに行きます。その会話文

を読んで、後の問に答えなさい。 
 
Tom: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 (          ) is the festival held? 
Ken: At Midori Park.  

Many people visit there and you can see many shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: We [ call,  are,  see ] this festival Midori Sai.  

Sai means festival.  
Tom: I see.  

Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: Midori Sai [ is,  does,  makes ] us happy! 
 
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: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 (                                          ) 
Ken: At Midori Park.  

Many people visit there and you can see many shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: (                                          ) 

Sai means festival.  
Tom: I see. Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: (                                          ) 
 
 

 
 

Midori Sai makes us happy! 
We call this festival Midori Sai. 
Where is the festival held? 



Step３  表現しよう                       No.3bw075 
トムは、健（ケン）と涼（リョウ）と一緒に行った夏祭りについて、日記を書いていま

す。トム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。 
 

 

 

 

 

 

This is my first time to (        ) the summer festival in Japan. 

The festival (           )(            ) at Midori Park. 

Ken and Ryo (            ) this festival Midori Sai. 

Sai (            ) festival. 

Midori Sai (             ) them happy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

メモ 
• これは、日本で初めて訪れた夏祭り 
• その祭りは、みどり公園で開催 
• ケンとリョウは、この祭りをみどり祭（サ

イ）と呼んでいる 
• 祭（サイ）は、festival を意味する 
• みどり祭は、彼らを幸せな気持ちにさせる 

語句 
first 初めての、最初の 
festival 祭り    
held 開催する hold の過去分詞 
shop  店 
call  呼ぶ 
mean  意味する 
make  ～を･･･の状態にする 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw076 
トムは、健（ケン）と涼（リョウ）と一緒に行った夏祭りについて、日記を書いていま

す。トムになったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させましょう。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。 
 

 

 

 

 

 

This is 

The festival  

Ken and Ryo 

Sai 

Midori Sai 

 

 
 
 

 

 

 

メモ 
• これは、日本で初めて訪れた夏祭り 
• その祭りは、みどり公園で開催 
• ケンとリョウは、この祭りをみどり祭（サ

イ）と呼んでいる 
• 祭（サイ）は、festival を意味する 
• みどり祭は、彼らを幸せな気持ちにさせる 

語句 
first 初めての、最初の 
festival 祭り    
held 開催する hold の過去分詞 
shop  店 
call  呼ぶ 
mean  意味する 
make  ～を･･･の状態にする 
 



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【夏祭り１】    No.3bw073 
健（ケン）と涼（リョウ）はトムを連れて、みどり市の夏祭りに行きます。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Tom: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 Where is the festival held? 
Ken: At Midori Park. Many people visit there and you can see many  

shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: We call this festival Midori Sai. Sai means festival.  
Tom: I see. Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: Midori Sai makes us happy! 
 
 
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．健、涼、トムの 3 人が行く夏祭りは、どこで開催されていますか。 
                    （   みどり公園   ） 
２．その夏祭りには、たくさんのお店が出ていますか。 
                    （     はい    ） 
３．健や涼は、その夏祭りのことを何と呼んでいますか。 
                    （   みどり祭   ） 
４．その夏祭りは、健や涼をどのような気持ちにしてくれると言っていますか。 
                    （   幸せな気持ち   ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
first 初めての、最初の   festival 祭り   held 開催する hold の過去分詞 
shop  店   Midori City Summer Festival  みどり市夏祭り   call  呼ぶ 
mean  意味する   every summer  毎年の夏   make  ～を･･･の状態にする 
 
 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw074
健（ケン）と涼（リョウ）はトムを連れて、みどり市の夏祭りに行きます。その会話文

を読んで、後の問に答えなさい。 
 
Tom: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 (     Where    ) is the festival held? 
Ken: At Midori Park.  

Many people visit there and you can see many shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: We  [ call,  are,  see ] this festival Midori Sai.  

Sai means festival.  
Tom: I see.  

Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: Midori Sai [ is,  does,  makes ] us happy! 
 
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: This is my first time to see the summer festival in Japan. 
 (        Where is the festival held?         ) 
Ken: At Midori Park.  

Many people visit there and you can see many shops. 
Ryo: Here we are! This is Midori City Summer Festival. 
Ken: (       We call this festival Midori Sai.      ) 

Sai means festival.  
Tom: I see. Do you come to Midori Sai every summer? 
Ryo: Yes, we do. 
Ken: (        Midori Sai makes us happy!       ) 
 

 
 

 

Midori Sai makes us happy! 
We call this festival Midori Sai. 
Where is the festival held? 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw075 
トムは、健（ケン）と涼（リョウ）と一緒に行った夏祭りについて、日記を書いていま

す。トム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。 
 

 

 

 

 

 

This is my first time to (  see  ) the summer festival in Japan. 

The festival (    is    )(   held  ) at Midori Park. 

Ken and Ryo (    call     ) this festival Midori Sai. 

Sai (    means    ) festival. 

Midori Sai (     makes    ) them happy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

メモ 
• これは、日本で初めて訪れた夏祭り 
• その祭りは、みどり公園で開催 
• ケンとリョウは、この祭りをみどり祭（サ

イ）と呼んでいる 
• 祭（サイ）は、festival を意味する 
• みどり祭は、彼らを幸せな気持ちにさせる 

語句 
first 初めての、最初の 
festival 祭り    
held 開催する hold の過去分詞 
shop  店 
call  呼ぶ 
mean  意味する 
make  ～を･･･の状態にする 
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw076 
トムは、健（ケン）と涼（リョウ）と一緒に行った夏祭りについて、日記を書いていま

す。トムになったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させましょう。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。 
 

 

 

 

 

 

This is my first time to see the summer festival in Japan. 

The festival is held at Midori Park. 

Ken and Ryo call this festival Midori Sai. 

Sai means festival. 

Midori Sai makes them happy. 

 

 
 
 

 

 

 

解答例 

メモ 
• これは、日本で初めて訪れた夏祭り 
• その祭りは、みどり公園で開催 
• ケンとリョウは、この祭りをみどり祭（サ

イ）と呼んでいる 
• 祭（サイ）は、festival を意味する 
• みどり祭は、彼らを幸せな気持ちにさせる 

語句 
first 初めての、最初の 
festival 祭り    
held 開催する hold の過去分詞 
shop  店 
call  呼ぶ 
mean  意味する 
make  ～を･･･の状態にする 
 


