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 店員 :  いらっしゃいませ。

 客 :  スウェットシャツを探している
んです。その茶色のを試着し
てもいいですか。

 店員 : もちろんです。はい，どうぞ。

 客 :  ああ，ちょっと小さすぎる。

 店員 :  サイズはそろっていますよ。
こちらなどいかがでしょうか。

 客 :  あ，これはぴったり。では，こ
れにします。おいくらですか。

 店員 ：  22ドルですが，本日は1割引
きになっております。

 客 ： よかった。

 Shop clerk : May I help you?

 Customer :  Yes.  I’m looking for a sweatshirt.  

Can I try on the brown one?

 Shop clerk : Sure.  Here it is.

 Customer : Um, this is a little too small.

 Shop clerk :  We have them in all sizes.  How 

about this one?

 Customer :  Oh, this fits me perfectly.  I’ll 

take it.  How much is it?

 Shop clerk :  It is 22 dollars, but you can get a 

10% discount today.

 Customer : That’s great.

1.すみません。このセーターを返品したいのですが，返金していただけますか。

 　Excuse me.  I’d (l         ) to (r         ) this sweater.  Can you (g         ) 
(m         ) a refund?

2.申し訳ありませんが，できません。しかし，別のものとの交換ならできます。

 　I’m sorry, we can’t.  But we can (e         ) it for (a         ) one.

英語は日本語と根本的に構造が異なる言語です。英語が「主語・述語」の関係を基軸とする「主
語型言語」であるのに対して，日本語は「トピック・コメント」の関係を基軸とする「トピック
型言語」であると言われています。たとえば，「6月は雨が多い」という日本語は，

6月 は 雨が多い。
トピック コメント

のように分析することが可能です。これを英語にする場合，日本語の「は」と「が」に引きず
られて，｢６月｣ や ｢雨｣ を主語として，次のような誤った英語をつくってしまう可能性がありま
す。

*June is a lot of rain.  /  *Rain is many in June.
*は誤文を表す。

しかし，実際は次に示すように，元の日本語に含まれていないitやweを主語にすると，正し
い英語にすることができます。

 It rains a lot in June.  /  We have a lot of rain in June.

このように，英語では主語の選び方によって文法的に正しい文が書けるかどうかが決まってく
るのです。Juneを主語にしても正しい英語が書けます。

 June is a month when we have a lot of rain.

実際の会話場面では，日本語のトピックから文を始めてしまいがちなので，何を主語に選ぼう
とも，即座に自然な英語にできる能力が必要となります。次の日本語を英語にしてみましょう。

①日本は歴史が古い。 ②日本は地震が多い。
③日本は道路が狭い。 ④日本は四季が美しい。
⑤日本の夏は湿度が高い。 ⑥日本の春は桜がきれいだ。

狭い　narrow
湿度が高い　humid

【買い物】
I’m looking for a sweatshirt.

a

b

c

a   sweater  /  pair of jeans　  b   tight  /  large　  c    65  /  120

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

下線部をかえて，上の会話を練習してみましょう。

E xpressions in Use

Expressions In Use

1 Say It in English1 主語の選び方

問題の解答例は107ページ

5

10
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この課の目標
①受動態を使った英文を正確に理解できる。
②受動態を使って情報を正確に伝えることができる。
③英語で日本の伝統文化や祭りを紹介できる。

6What Is This 
Called?

6

E : なんて美しいの！　これは何てい
うの？

S : 浴衣っていうの。みんなたいてい
夏に着るわね。

E : 日本人はふだんこれを着るの？

S : いいえ。ふだん着るのはおそらく
力士だけかもしれないわね。浴衣
を着た力士は両国辺りで見られる
わよ。昨日，自転車に乗っている
のを見たわ。

E : うそでしょ！

Model Dialogue　　E: Emily, S: Sakura

E :  How beautiful!  What is it called?

S :  A yukata.  It’s usually worn in 
summertime.

E :  Do Japanese people wear this in their 
daily lives?

S :  No.  Maybe only sumo wrestlers do.  
Sumo wrestlers in yukata can be seen 
around Ryogoku.  I saw them on their 
bikes yesterday.

E :  No kidding!

Grammar in Focus　受動態（受け身）

1. Soccer is played by millions of people 
all over the world.

サッカーは世界中の何百万という人によっ
て行われています。

2. The Tokyo Tower was built in 1958. 東京タワーは1958年に建設されました。

3. He was injured in last night’s game. 彼は昨晩の試合でけがをしました。

A  受け身の基本的な意味と形〈be動詞＋過去分詞〉
「～が…される」という受け身の意味を表す。by「～によって」がつく場合もある。

1. The tsugaru-jamisen can be played in 
two ways.

津軽三味線には2つの演奏方法がありま
す。

2. The next meeting will be held in two 
weeks’ time.

次の会合は2週間後に開かれます。

3. Japanese must not be used in this 
class.

このクラスでは日本語を使ってはいけま
せん。

B  助動詞＋受け身〈助動詞＋be＋過去分詞〉
受け身に助動詞の意味を加えることができる。

1. The road is covered with snow. 道路は雪で覆われています。

2. We were surprised at the news. 私たちはその知らせを聞いて驚きました。

3. Traditional Japanese houses are made 
of wood.

伝統的な日本家屋は木で造られていま
す。

C  by以外の前置詞が使われる場合
原因・理由・手段・道具・材料などを表す。

5

10

Listen & Choose

True or False

1. ( T / F )　　2. ( T / F )　　3. ( T / F )

(           )

A.

(           )

B.

(           )

C.

TRY  (　　)にあてはまる語を下から選び，必要があれば適切な形にかえて英文を完成しましょう。

1. Plum blossoms were (        ) by people before the Edo period.

2. The kanji of the year was (        ) at Kiyomizu-dera Temple.

3. What is amazake (        ) from?

4. School rules must be (        ) in any case.

 　follow,　like,　make,　write　
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 店員 :  いらっしゃいませ。

 客 :  スウェットシャツを探している
んです。その茶色のを試着し
てもいいですか。

 店員 : もちろんです。はい，どうぞ。
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 店員 ：  22ドルですが，本日は1割引
きになっております。

 客 ： よかった。

 Shop clerk : May I help you?

 Customer :  Yes.  I’m looking for a sweatshirt.  
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 Shop clerk : Sure.  Here it is.

 Customer : Um, this is a little too small.

 Shop clerk :  We have them in all sizes.  How 

about this one?

 Customer :  Oh, this fits me perfectly.  I’ll 

take it.  How much is it?

 Shop clerk :  It is 22 dollars, but you can get a 

10% discount today.

 Customer : That’s great.
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(m         ) a refund?
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英語は日本語と根本的に構造が異なる言語です。英語が「主語・述語」の関係を基軸とする「主
語型言語」であるのに対して，日本語は「トピック・コメント」の関係を基軸とする「トピック
型言語」であると言われています。たとえば，「6月は雨が多い」という日本語は，

6月 は 雨が多い。
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のように分析することが可能です。これを英語にする場合，日本語の「は」と「が」に引きず
られて，｢６月｣ や ｢雨｣ を主語として，次のような誤った英語をつくってしまう可能性がありま
す。

*June is a lot of rain.  /  *Rain is many in June.
*は誤文を表す。

しかし，実際は次に示すように，元の日本語に含まれていないitやweを主語にすると，正し
い英語にすることができます。

 It rains a lot in June.  /  We have a lot of rain in June.

このように，英語では主語の選び方によって文法的に正しい文が書けるかどうかが決まってく
るのです。Juneを主語にしても正しい英語が書けます。

 June is a month when we have a lot of rain.

実際の会話場面では，日本語のトピックから文を始めてしまいがちなので，何を主語に選ぼう
とも，即座に自然な英語にできる能力が必要となります。次の日本語を英語にしてみましょう。

①日本は歴史が古い。 ②日本は地震が多い。
③日本は道路が狭い。 ④日本は四季が美しい。
⑤日本の夏は湿度が高い。 ⑥日本の春は桜がきれいだ。
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I’m looking for a sweatshirt.
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a   sweater  /  pair of jeans　  b   tight  /  large　  c    65  /  120

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

下線部をかえて，上の会話を練習してみましょう。
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教科書全体構成紹介

表現力を基礎から

本課の学習を
補強する

さまざまな 
コーナー

短いモデル文に，
ターゲットが
入っています。

導　入
左ページに出てきた学習内容を 
提示します。ターゲットの言語材
料以外の単語を書かせることで， 
語彙も増やすことができます。

提　示

Expressions 
in Use

日常会話特有の表現
が使われる場面をま
とめました。

8



学期末
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アキコがこれから訪れるオーストラリアのホストファミリーにあいさつの手紙を書きました。 オーストラリアのホストファミリーからアキコに返信がありました。

1  日付の書き方
アメリカ式…February 23, 2017   　イギリス（ヨーロッパ）式 …23rd February, 2017 
　カナダ，オーストラリア，ニュージーランドなどでは伝統的にイギリス式が使われることが多い。
月名は正確さを期すために，できるだけ省略しないで表記するほうがよい。

2  はじめのあいさつ
　〈Dear＋相手の姓〉で始まるのが一般的だが，親しい間柄では，相手の名を書いてもよい。ビジネスの
場で相手の男女がわからないときには  Dear Sir/Madam,  とすることがある。

3  結びのあいさつ
（略式）Best regards, / Best wishes, / Regards, / All the best, / Best, / Kind regards,
（正式）Yours sincerely, / Sincerely yours, / Respectfully yours,

4  略字を示すピリオド
　Mr / Mrs / Ms / Dr のあとのピリオドはアメリカ式で使用され，イギリス式では省略されることが多
い。

差出人・名前
住所

受取人・名前
住所

 6-5-4 Motomachi, Naka-ku
 Yokohama, Kanagawa 
 231-0861
 Japan
 August 10, 2017

Dear Mr. and Mrs. May,

   Hello. My name is Ono Akiko.  First I would like to thank you for 
choosing me to be a member of your family for one year.  I am 
from Yokohama, Kanagawa. Yokohama has a lot of historic places 
like Yokohama Bay and Chinatown.  I am a second-year student at 
Minato High School. At school I am learning foreign languages.  I 
am also a member of the Japanese Tea Ceremony Club, so I know 
how to serve traditional Japanese green tea. 
   In my free time, I enjoy listening to music and reading books. 
These days I’m very much interested in watching movies.
   This is going to be my fi rst time to stay in a foreign country, and 
I am very excited.  I am very interested in Australian culture.  I 
hope to learn a lot from you. 
   I’m looking forward to seeing you soon.

 Sincerely yours,
 Akiko

Dear Akiko,

Thank you so much for your message.

Let me give you a brief introduction about my family.  We are a family of four.  I am 
Vicky, and I’m a teacher at a local primary school.  My husband’s name is James.  We 
have a son, Melvin, who is 13, and a daughter, Angela, who is 10.  My husband works 
for an NPO for children with disabilities.  We also have two cats.
Melvin plays the electric guitar.  Angela is learning singing and the piano. 
We read that you like music and movies and you can make Japanese tea.  That’s 
great!  We love watching fi lms, too.  What is your favorite one?  

We live in a small house in Marino, 18 km southeast of Adelaide.
The sea is just around the corner, so you can enjoy swimming and surfi ng.

We are looking forward to your arrival.  In the next days we will send you some 
pictures of ourselves and of the area.

Best wishes,
Vicky

Ono Akiko
6-5-4 Motomachi,  Naka-ku
Yokohama,  Kanagawa  231-0861
Japan

 Mr. and Mrs. May
   577 Morphett Road
   Seacombe Gardens SA 5047
   Australia

VIA AIR MAIL

差出人の
住所と日付

はじめの
あいさつ

結びの
あいさつ

本文

署名

英語の手紙・メールの書き方

英語の手紙・メールを書く際の注意

封筒の書式

メール手　紙

p108-109_英語の手紙・Eメールの書き方_160309.indd   108-109 16/03/24   11:35
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Task 1

Hello, everyone.  Today I’m going to talk about my hero.  Look at 

this picture.  This is Yamazaki Naoko.  Do you know her?  She is the 

second Japanese woman astronaut.  She went on the space shuttle 

Discovery on April 5th, 2010, and returned to the Earth fifteen days 

later.  She conducted a number of scientific experiments on the shuttle.  

Since my childhood, I have wanted to travel into space.  So I’d like to 

become an astronaut like her someday.  Thank you for listening.

あなたが憧れている人物や目標にしている人物を，絵や写真を見せながらみんなに紹介
してみましょう。

1  聞き取りやすい速さとはっきりとした発音で話しましょう。

2  原稿を読まないで発表できるように，何度も音読してできるだけ暗記しましょう。

3  顔を上げてみんなを見渡しながら，にこやかに発表しましょう。

スピーチの注意点

マッピングの例

Hello, everyone.

Today I’m going to talk about my hero.

Look at this picture.

This is  ________________________________________ .

Do you know him/her? 

He/She is  _____________________________________ .

He/She  _______________________________________ .

He/She  _______________________________________ .

Since my childhood, I have wanted to ____________ .

So I’d like to become  ___________________________ .

Thank you for listening.

紹介したい人物

何をした人物

どんな人物 選んだ理由　

What is his/her name?

What kind of person is he/she?

What did he/she do?

Why do you like him/her?

はじめのあいさつ

人物の紹介

人物の説明

選んだ理由

終わりのあいさつ

how & TellS

Model Script

次の図を見て，自分が紹介してみたい人物を考えてみましょう。Step 1

次の質問に答えてみましょう。Step 2

左ページのモデル文を参考にして，10文程度のスピーチ原稿を書いてみ
ましょう。また，書き終えたら見直しましょう。

Step 3

This Is My Hero

5
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40 41Lesson 6 ■ 受動態（受け身）

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

1. そのテニスコートは，生徒に使用されます。
 The tennis court (        ) (        ) by students. 

2. この国では英語は第二言語として話されています。
 English (        ) (        ) as a second language in this country.

3. 彼はテニス部のキャプテンに選ばれました。
 He (        ) (        ) captain of the tennis team.

4. その計画は次の会議で議論されるでしょう。
 The plan (        ) (        ) (        ) at the next meeting.

5. 毎日数多くの弁当がこの工場でつくられます。
 Every day a large number of box lunches (        ) (        ) in this factory.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1. エミのクラスは，文化祭でお化け屋敷をつくります。
 A haunted house ( be / by / made / will ) Emi’s class for the school festival. 

2. 『ナルト』は多くのマンガファンに知られています。 
 NARUTO ( fans / is / known / manga / many / to ).

3. 冬には，星がずっとはっきりと見えます。 
 Stars ( be / can / clearly / more / much / seen ) in winter.

4. 昨日，関西地方が中国からの黄砂に襲われました。 
 The Kansai area ( by / hit / was / yellow sand ) from China yesterday.

5. 手遅れになる前に何かをしなければなりません。
 Something ( be / before / done / must ) it’s too late. 

次の日本語を英語に直しましょう。

1. 「七五三」は日本の小さい子どもたちにとって特別な日です。
 Shichi-go-san is                                                      in Japan.

2. この日に3歳，5歳，7歳の子どもたちは神社に連れて行ってもらいます。
 On this day, three-, five-, and seven-year-old children                                  
              to a shrine.

3. かわいい着物を着た子どもたちがあちらこちらで見かけられます。
 Children in pretty kimonos                                                      .

4. 子どもたちはプレゼントとして千
ち

歳
とせ

飴
あめ

がもらえます。
 Children                                                      as presents.

Hop

Step

Jump

Practice

次の会話を練習しましょう。

 Emily : What is ❶Awa Odori?

 Taiki :  It’s the summer festival in ❷Tokushima.  It is held ❸ from August 
12th to August 15th.

 Emily : Can you see anything special there?

 Taiki : Yes. ❹Traditional dancers and musicians can be seen there.

 Emily : Oh, that sounds interesting!

上の会話の下線部をかえながら，会話練習をしましょう。

Activity 1

Activity 2

Workout

❶ Nebuta Matsuri Yosakoi Matsuri Tenjin Matsuri
Yamaga Toro 

Matsuri

❷ Aomori Kochi Osaka Kumamoto

❸ from August 2nd 
to August 7th

from August 9th 
to August 12th

on July 24th and 
25th

on August 15th 
and 16th

❹ Huge fl oats
Great dancers in 

kimonos
Beautiful 
fi reworks 

Many lanterns

A B C D

例にならって，インターネットなどで調べて日本の祭りを紹介する英文
を30語程度で書いてみましょう。

Awa Odori is the summer festival in 
Tokushima.  It is held from August 12th 
to August 15th.  Traditional dancers and 
musicians can be seen there.  It is a very 
interesting festival.

Challenge

例
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40 41Lesson 6 ■ 受動態（受け身）

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

1. そのテニスコートは，生徒に使用されます。
 The tennis court (        ) (        ) by students. 

2. この国では英語は第二言語として話されています。
 English (        ) (        ) as a second language in this country.

3. 彼はテニス部のキャプテンに選ばれました。
 He (        ) (        ) captain of the tennis team.

4. その計画は次の会議で議論されるでしょう。
 The plan (        ) (        ) (        ) at the next meeting.

5. 毎日数多くの弁当がこの工場でつくられます。
 Every day a large number of box lunches (        ) (        ) in this factory.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1. エミのクラスは，文化祭でお化け屋敷をつくります。
 A haunted house ( be / by / made / will ) Emi’s class for the school festival. 

2. 『ナルト』は多くのマンガファンに知られています。 
 NARUTO ( fans / is / known / manga / many / to ).

3. 冬には，星がずっとはっきりと見えます。 
 Stars ( be / can / clearly / more / much / seen ) in winter.

4. 昨日，関西地方が中国からの黄砂に襲われました。 
 The Kansai area ( by / hit / was / yellow sand ) from China yesterday.

5. 手遅れになる前に何かをしなければなりません。
 Something ( be / before / done / must ) it’s too late. 

次の日本語を英語に直しましょう。

1. 「七五三」は日本の小さい子どもたちにとって特別な日です。
 Shichi-go-san is                                                      in Japan.

2. この日に3歳，5歳，7歳の子どもたちは神社に連れて行ってもらいます。
 On this day, three-, five-, and seven-year-old children                                  
              to a shrine.

3. かわいい着物を着た子どもたちがあちらこちらで見かけられます。
 Children in pretty kimonos                                                      .

4. 子どもたちはプレゼントとして千
ち

歳
とせ

飴
あめ

がもらえます。
 Children                                                      as presents.

Hop

Step

Jump

Practice

次の会話を練習しましょう。

 Emily : What is ❶Awa Odori?

 Taiki :  It’s the summer festival in ❷Tokushima.  It is held ❸ from August 
12th to August 15th.

 Emily : Can you see anything special there?

 Taiki : Yes. ❹Traditional dancers and musicians can be seen there.

 Emily : Oh, that sounds interesting!

上の会話の下線部をかえながら，会話練習をしましょう。

Activity 1

Activity 2

Workout

❶ Nebuta Matsuri Yosakoi Matsuri Tenjin Matsuri
Yamaga Toro 

Matsuri

❷ Aomori Kochi Osaka Kumamoto

❸ from August 2nd 
to August 7th

from August 9th 
to August 12th

on July 24th and 
25th

on August 15th 
and 16th

❹ Huge fl oats
Great dancers in 

kimonos
Beautiful 
fi reworks 

Many lanterns

A B C D

例にならって，インターネットなどで調べて日本の祭りを紹介する英文
を30語程度で書いてみましょう。

Awa Odori is the summer festival in 
Tokushima.  It is held from August 12th 
to August 15th.  Traditional dancers and 
musicians can be seen there.  It is a very 
interesting festival.

Challenge

例

p034-049_Lesson05-08_exp1_160308.indd   40-41 16/03/24   11:33

応用まで養えます
17 教出
英 Ⅰ 326

さらに，アクティブ・
ラーニングへと発展さ
せることができます。

学習内容を 
定着するための， 
Practice

定　着

Taskで自己表現活
動を向上させます。

活　用

Say It in
English

英語と日本語を比較
しながら，「英語で
表現する」コツを紹
介します。

英語の手紙・
メールの書き方

手紙やメールの書き方を，
形式別に説明します。

英
語
表
現
Ⅰ

9


