
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【クリーンデイ】      No.3bw081 
トムは、健（ケン）と由美（ユミ）といっしょに写真を見ながら話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: It is a day for volunteer work.  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I want you to help us. Are you free next Saturday? 
Tom: Yes. I can help you.  
 What time will you start? 
Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK. I will ask my sister Jane to help us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. Please give it to her. 
Tom: Sure. 
 
 
 
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．クリーンデイ（掃除の日）に、どこをきれいにするのですか。 
                    （           ） 
２．今年は、いつ行いますか。 
                    （            ） 
３．健（ケン）は、トムにどうしてほしいと言いましたか。 
                    （           ） 
４．トムは、誰に、クリーンデイを手伝ってもらうように頼みますか。 
                    （           ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日）   volunteer work ボランティアの活動 
clean 掃除をする、きれいにする   street  通り   around  ～のまわり 
free  暇である   message  メッセージ      sure  確かに、もちろん 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw082
トムは、健（ケン）と由美（ユミ）といっしょに写真を見ながら話をしています。その

会話文を読んで、後の問に答えなさい。 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: It is a day for volunteer work.  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I [ you / want / to / help ] us.  
Are you free next Saturday? 

Tom: Yes. I can help you.  
(           )(           ) will you start? 

Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK.  

I will [ to / ask / help / my sister Jane ] us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. Please give it to her. 
Tom: Sure. 
 
問１［   ］内の中の語を正しく並べ替えましょう。 
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。 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: (                                              )  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I want you to help us.  
(                                              ) 

Tom: Yes. I can help you. What time will you start? 
Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK. I will ask my sister Jane to help us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. 
 (                                              ) 
Tom: Sure. 
 

 

Please give it to her. 
It is a day for volunteer work.  
Are you free next Saturday? 
 



Step３  表現しよう                       No.3bw083 
由美はクリーンデイ（掃除の日）について、トムの妹のジェーンにメッセージを書きま

す。由美（ユミ）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。始めと終わりの英語は書い

ています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Jane, 

We have Clean Day (               )(                 ).  

It is a day for volunteer work. 

We clean streets and (              ) around our school. 

I (            )(            )(             ) help us. 

Please (             ) to Midori Park at 2:00 p.m. 

Please (           )(           )(            )(          ) 
help us. 

See you later. 

Yumi 

 

メモ 
• 来週の土曜日にクリーンデイがある 
• それは、ボランティア活動のための日 
• 私たちの学校のまわりの通りや公園をそ

うじする 
• 私たちを手伝ってほしい 
• 2 時に、みどり公園に集合 
• あなたの友人にも私たちを手伝ってくれ

るように頼んでほしい 

語句 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日） 
volunteer work  
ボランティアの活動 

clean 掃除をする、きれいにする 
street  通り    
around  ～のまわり 
free  暇である 
ask  頼む 



Step４  表現しよう                        No.3bw084 
由美はクリーンデイ（掃除の日）について、トムの妹のジェーンにメッセージを書きま

す。由美（ユミ）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。始めと終わりの英語は書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Jane, 

 

 

 

 

 

 

See you later. 

Yumi 

 

メモ 
• 来週の土曜日にクリーンデイがある 
• それは、ボランティア活動のための日 
• 私たちの学校のまわりの通りや公園をそ

うじする 
• 私たちを手伝ってほしい 
• 2 時に、みどり公園に集合 
• あなたの友人にも私たちを手伝ってくれ

るように頼んでほしい 

語句 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日） 
volunteer work  
ボランティアの活動 

clean 掃除をする、きれいにする 
street  通り    
around  ～のまわり 
free  暇である 
ask  頼む 



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【クリーンデイ】      No.3bw081 
トムは、健（ケン）と由美（ユミ）といっしょに写真を見ながら話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: It is a day for volunteer work.  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I want you to help us. Are you free next Saturday? 
Tom: Yes. I can help you.  
 What time will you start? 
Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK. I will ask my sister Jane to help us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. Please give it to her. 
Tom: Sure. 
 
 
 
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．クリーンデイ（掃除の日）に、どこをきれいにするのですか。 
                    （  学校のまわりの通りや公園  ） 
２．今年は、いつ行いますか。 
                    （    来週の土曜日   ） 
３．健（ケン）は、トムにどうしてほしいと言いましたか。 
                    （   手伝ってほしい   ） 
４．トムは、誰に、クリーンデイを手伝ってもらうように頼みますか。 
                    （   妹のジェーン   ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日）   volunteer work ボランティアの活動 
clean 掃除をする、きれいにする   street  通り   around  ～のまわり 
free  暇である   message  メッセージ      sure  確かに、もちろん 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw082
トムは、健（ケン）と由美（ユミ）といっしょに写真を見ながら話をしています。その

会話文を読んで、後の問に答えなさい。 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: It is a day for volunteer work.  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I [ want you to help ] us.  
Are you free next Saturday? 

Tom: Yes. I can help you.  
(    What     )(     time     ) will you start? 

Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK.  

I will [ ask my sister Jane to help ] us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. Please give it to her. 
Tom: Sure. 
 
問１［   ］内の中の語を正しく並べ替えましょう。 
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。 
Ken: Look at this picture. This is a picture of Clean Day last year. 
Tom: What is Clean Day? 
Yumi: (       It is a day for volunteer work.         )  

We clean the streets and parks around our school. 
This year, Clean Day is next Saturday. 

Ken: Tom, I want you to help us.  
(        Are you free next Saturday?        ) 

Tom: Yes. I can help you. What time will you start? 
Yumi: At 2:00 p.m. Please come to Midori Park. 
Tom: OK. I will ask my sister Jane to help us. 
Yumi: Thank you. I will write a message for her. 
 (        Please give it to her.       ) 
Tom: Sure. 
 

 

Please give it to her. 
It is a day for volunteer work.  
Are you free next Saturday? 
 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw083 
由美はクリーンデイ（掃除の日）について、トムの妹のジェーンにメッセージを書きま

す。由美（ユミ）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。始めと終わりの英語は書い

ています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Jane, 

We have Clean Day (   next   )(   Saturday   ).  

It is a day for volunteer work. 

We clean streets and (    parks  ) around our school. 

I (  want  )(    you   )(    to    ) help us. 

Please (   come   ) to Midori Park at 2:00 p.m. 

Please (    ask    )(   your   )(   friends   )(    to    ) 
help us. 

See you later. 

Yumi 

 

メモ 
• 来週の土曜日にクリーンデイがある 
• それは、ボランティア活動のための日 
• 私たちの学校のまわりの通りや公園をそ

うじする 
• 私たちを手伝ってほしい 
• 2 時に、みどり公園に集合 
• あなたの友人にも私たちを手伝ってくれ

るように頼んでほしい 

語句 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日） 
volunteer work  
ボランティアの活動 

clean 掃除をする、きれいにする 
street  通り    
around  ～のまわり 
free  暇である 
ask  頼む 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw084 
由美はクリーンデイ（掃除の日）について、トムの妹のジェーンにメッセージを書きま

す。由美（ユミ）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。始めと終わりの英語は書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Jane, 

We have Clean Day next Saturday.  

It is a day for volunteer work. 

We clean streets and parks around our school. 

I want you to help us. 

Please come to Midori Park at 2:00 p.m. 

Please ask your friends to help us. 

See you later. 

Yumi 

 

解答例 

メモ 
• 来週の土曜日にクリーンデイがある 
• それは、ボランティア活動のための日 
• 私たちの学校のまわりの通りや公園をそ

うじする 
• 私たちを手伝ってほしい 
• 2 時に、みどり公園に集合 
• あなたの友人にも私たちを手伝ってくれ

るように頼んでほしい 

語句 
Clean Day クリーンデイ（掃除の日） 
volunteer work  
ボランティアの活動 

clean 掃除をする、きれいにする 
street  通り    
around  ～のまわり 
free  暇である 
ask  頼む 


