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14 15

2He Has Been 
Playing Tennis 

〈復習〉

2

この課の目標
① 現在完了形・過去完了形・現在完了進行形・過去完

了進行形を使った英文を理解できる。
② 現在完了形などを使って情報を正確に伝えることがで

きる。
③ 英語でこれまでに経験した出来事について表現できる。

　こちらは国枝慎吾さんです。2009
年にプロとしてデビューされていま
す。それまでは，アマチュアとしてテ
ニスをされていました。しかし，障が
い者や障がい者のために働いている
人々に夢を与えたいと思い，プロに転
向されました。それ以来，多くの観客
の前でプロとしてプレーされており，
国際的な大会で多くのシングルスとダ
ブルスのタイトルを獲得されていま
す。

This is Kunieda Shingo. He started 
his professional career in 2009. He had 
been playing tennis as an amateur till 
then. But he switched over to the 
professional world, because he wanted 
to give a dream to the disabled people 
and the people working for the disabled. 
Since then he has been playing as a 
professional player in front of many 
spectators and has won many singles 
and doubles titles in international 
championships.

Grammar in Focus

1. The movie had already begun when I 
arrived at the theater.

私が映画館に着いた時には，その映画は
すでに始まっていました。

2. I had never played ice hockey before I 
came to Canada.

カナダに来るまで私はアイスホッケーをし
たことがありませんでした。

3. Mary and I had known each other for 
five years before we got married. 

メリーと私は結婚するまでに，知り合って
5年たっていました。

B  過去完了形〈had + 過去分詞〉
過去のある時点から見て，それより前に起こった出来事が，その時点でどうなっていたのかを表す。

1. I have just finished my homework. たった今，宿題が終わったところです。

2. My friend has been in hospital for a 
week.

私の友人はこの1週間，入院しています。

3. Have you ever been to New York? ニューヨークには行ったことがありますか。

A  現在完了形〈have/has + 過去分詞〉
過去に起こった出来事が，現在どうなっているのか，あるいは，過去のある時点から今までにし
たことや，現在も続いている状態を表す。

1. The baby has been crying for almost 
ten minutes.

赤ちゃんは，もう10分間も泣き続けてい
ます。

2. The police had been searching for 
the criminal for two years before they 
caught him.

警察は犯人を捕まえるまでに2年間捜し
続けました。

C  現在完了進行形，過去完了進行形〈have/has/had been + 現在分詞〉
「（今まで）ずっと～し続けている」（現在完了進行形），「（それまで）ずっと～し続けていた」（過
去完了進行形）のように，動作の継続を表す。

Model Passage

5

10

現在完了形，過去完了形，
現在完了進行形，過去完了進行形

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，適切な形にかえて英文を完成しましょう。

1. How long have you (        ) in London?

2. When she got home, her parents had already (        ) to bed.

3. He finally showed up at 10:00 a.m. I had (        ) for him for an hour.

4. It has (        ) all day long. I wonder when it will stop.

           go,　live,　snow,　wait
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文法編

16 17Lesson 2 ■ 現在完了形，過去完了形，現在完了進行形，過去完了進行形

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

1. 最終バスを逃してしまったので，今から歩いて帰らなければならないな。
 We (        ) (        ) (        ) (        ) bus.  We have to walk home now.

2. 私は6年間英語を勉強しています。
 I (        ) (        ) (        ) English (        ) six years.

3. 彼女は何時間も泣いていたので，目が真っ赤でした。
 Her eyes were red because she (        ) (        ) (        ) (        ) hours.

4. 宿題はもう終わったの？　信じられないわ。
 (        ) (        ) (        ) (        ) your homework?  I can’t believe it. 

5. 私が学校に着いた時には，その授業はすでに始まっていました。
 The class (        ) (        ) (        ) when I got to the school.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1. この車は，今朝から変な音を出しています。
 This car has ( a / been / funny / making / noise ) since this morning. 

2. もう3日間も雪が降り続いています。
 It ( been / for / has / snowing / three ) days now.  

3. 昨年，パリに行って初めて，ルーブル美術館を訪れました。
 I had ( before / never / the Louvre / visited ) I went to Paris last year. 

4. ボブとジャネットは，結婚するまでにどのくらいつきあっていたの？
 How long had Bob and Janet ( been / before / dating / got married / they )? 

5. インターネットがこの10年間で私たちの社会を劇的に変えました。
 The Internet ( changed / dramatically / during / has / our society ) the 

past ten years. 

次の日本語を英語に直しましょう。

1. みなさんは，将来，留学しようと思ったことがありますか。〈 abroad 〉
 Have you ever   in the future?

2. 私自身，交換留学生として，1年間，アメリカに滞在していたことがあります。〈 stay 〉
 I   for one year as an exchange student.

3. このところ，日本からの留学生の数は徐々に減り続けています。
 The number of Japanese students who study abroad  

these days.

4. 世界はますます小さくなっているので，もっと多くの高校生が外国で学んでほしいです。
 I hope more high school students will study abroad as  
  .

Hop

Step

Jump

Practice Workout

次の会話を練習しましょう。

 Taiki : Have you ever ❶done scuba diving?

 Emily : ❷No, I have never done it. How about you?

 Taiki :  Actually, I ❸have been to Okinawa for scuba 
diving twice.

 Emily : ❹That sounds great. 

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

例にならって，あなたがこれまでやってきたこと（スポーツ，習い事，
趣味など）について発表してみましょう。

 Hello, everyone.  I’m going to talk about 
my judo lessons.  I’ve been practicing judo 
for more than five years.  Now I take judo 
lessons twice a week.  I have the second 
degree black belt.  I hope I can get the third 
degree black belt this year. 

Challenge

例

❶ see a ghost visit a foreign country break your arm

❷ No / never No / never Yes / just once

❸ 一度だけ見たことがある。 以前シンガポールとマレーシ
アを訪問したことがある。

足を2度骨折したことが
ある。

❹ 信じないよ。
(believe)

うらやましいなあ。
(envy)

それは痛かったにちがいない。
(hurt)

A B C
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degree black belt this year. 

Challenge

例

❶ see a ghost visit a foreign country break your arm

❷ No / never No / never Yes / just once

❸ 一度だけ見たことがある。 以前シンガポールとマレーシ
アを訪問したことがある。

足を2度骨折したことが
ある。

❹ 信じないよ。
(believe)

うらやましいなあ。
(envy)

それは痛かったにちがいない。
(hurt)

A B C
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教科書紙面紹介②

文法力を定着させる

言語材料を定着させる
ために十分な練習量

Practice

適語補充問題

整序問題

部分英訳問題

Hop

Step
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16 17Lesson 2 ■ 現在完了形，過去完了形，現在完了進行形，過去完了進行形

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

1. 最終バスを逃してしまったので，今から歩いて帰らなければならないな。
 We (        ) (        ) (        ) (        ) bus.  We have to walk home now.

2. 私は6年間英語を勉強しています。
 I (        ) (        ) (        ) English (        ) six years.

3. 彼女は何時間も泣いていたので，目が真っ赤でした。
 Her eyes were red because she (        ) (        ) (        ) (        ) hours.

4. 宿題はもう終わったの？　信じられないわ。
 (        ) (        ) (        ) (        ) your homework?  I can’t believe it. 

5. 私が学校に着いた時には，その授業はすでに始まっていました。
 The class (        ) (        ) (        ) when I got to the school.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1. この車は，今朝から変な音を出しています。
 This car has ( a / been / funny / making / noise ) since this morning. 

2. もう3日間も雪が降り続いています。
 It ( been / for / has / snowing / three ) days now.  

3. 昨年，パリに行って初めて，ルーブル美術館を訪れました。
 I had ( before / never / the Louvre / visited ) I went to Paris last year. 

4. ボブとジャネットは，結婚するまでにどのくらいつきあっていたの？
 How long had Bob and Janet ( been / before / dating / got married / they )? 

5. インターネットがこの10年間で私たちの社会を劇的に変えました。
 The Internet ( changed / dramatically / during / has / our society ) the 

past ten years. 

次の日本語を英語に直しましょう。

1. みなさんは，将来，留学しようと思ったことがありますか。〈 abroad 〉
 Have you ever   in the future?

2. 私自身，交換留学生として，1年間，アメリカに滞在していたことがあります。〈 stay 〉
 I   for one year as an exchange student.

3. このところ，日本からの留学生の数は徐々に減り続けています。
 The number of Japanese students who study abroad  

these days.

4. 世界はますます小さくなっているので，もっと多くの高校生が外国で学んでほしいです。
 I hope more high school students will study abroad as  
  .

Hop

Step

Jump

Practice Workout

次の会話を練習しましょう。

 Taiki : Have you ever ❶done scuba diving?

 Emily : ❷No, I have never done it. How about you?

 Taiki :  Actually, I ❸have been to Okinawa for scuba 
diving twice.

 Emily : ❹That sounds great. 

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

例にならって，あなたがこれまでやってきたこと（スポーツ，習い事，
趣味など）について発表してみましょう。

 Hello, everyone.  I’m going to talk about 
my judo lessons.  I’ve been practicing judo 
for more than five years.  Now I take judo 
lessons twice a week.  I have the second 
degree black belt.  I hope I can get the third 
degree black belt this year. 

Challenge

例

❶ see a ghost visit a foreign country break your arm

❷ No / never No / never Yes / just once

❸ 一度だけ見たことがある。 以前シンガポールとマレーシ
アを訪問したことがある。

足を2度骨折したことが
ある。

❹ 信じないよ。
(believe)

うらやましいなあ。
(envy)

それは痛かったにちがいない。
(hurt)

A B C
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次の会話を練習しましょう。

 Taiki : Have you ever ❶done scuba diving?

 Emily : ❷No, I have never done it. How about you?

 Taiki :  Actually, I ❸have been to Okinawa for scuba 
diving twice.

 Emily : ❹That sounds great. 

上の会話の下線部をかえながら，会話練習をしましょう。
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例にならって，あなたがこれまでやってきたこと（スポーツ，習い事，
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for more than five years.  Now I take judo 
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degree black belt.  I hope I can get the third 
degree black belt this year. 
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例
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❷ No / never No / never Yes / just once
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ある。
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練習問題を豊富にそろえています
17 教出
英 Ⅱ 320

例を参考に，定着した
言語材料を使って，生
徒自身が発信する活動

言語材料を，定着から発
信へと向けた会話練習

Workout

下線部の置き換えから，
さらに自分の立場で発
話する練習

Challenge

Activity 

英語表現Ⅰと
同じ紙面構成
です。

英
語
表
現
Ⅱ
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Unit 2
機能編

90

11Would You Do Me 
a Favor?

1

●依頼・許可・断り

T	:	お願いがあるんだけど。

E	:	いいわよ。何かしら？

T	:	今，エコライフについて英語でレ
ポートを書かなくてはいけないん
だ。終わったら，あとで僕のレポー
トをチェックしてくれる？

E	:	もちろん。お安いご用よ。他に
も何か手助けする必要があれば，
知らせてね。

T	:	どうもありがとう。じゃあ，レポー
トを書くのを手伝ってくれる？	 実
は，書くことが何も浮かばないん
だ。

E	:	ごめんなさい，それはだめよ。そ
れは自分でやらないとね。

T :  Would you do me a favor?
E :  Sure.  What is it?
T :  I’m writing a paper on a green 

lifestyle in English. Could you correct 
my paper later when I f inish it?

E :  All right.  It’s no trouble for me.  Let 
me know if you need any other 
assistance.

T :  Thanks a lot.  Well, then, would you 
mind helping me write my paper?  
Actually, I can’t think of anything to 
write.

E :  I’m sorry, I can’t.  You must do it by 
yourself. 

❶  Will you turn the light on, please? 明かりをつけてくれますか。

❷  Would you please do this for me? 代わりにこれをやっていただけますか。

❸  Can you open the window? 窓を開けてくれますか。

❹  Could you get me my bag? 私のカバンを取っていただけますか。

❺  I wonder if you could lend me your English 
dictionary.

あなたの英語の辞書を貸していただけ
ますでしょうか。

❻  Would you mind making coffee for me? 私にコーヒー入れていただいてもかま
いませんか。

5

10

Model Dialogue　　T: Taiki, E: Emily

Expressions

Listen & Answer 

1. ( T / F )　　2. ( T / F )　　3. ( Q & A )

p090_099_exp2_Program01-05_unit2_160404.indd   90 2017/02/17   16:43

91

日本語に合うように，(　　) に適切な語を入れましょう。

1.	この問題を解決するのを手伝っていただいてもかまいませんか。
 (        ) you mind (        ) me (        ) this problem?

2.	あいにくですが，それをする時間がありません。
 I’m (        ) I don’t have (        ) to do that.

3.	明日まで1,000円貸していただけませんか。
 (        ) you (        ) me 1,000 yen (        ) tomorrow?

4.	ごめんなさい，今は現金を持っていません。
 Sorry, I (        ) no (        ) now.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1.	スーパーへ行って，牛乳を買ってきてくれますか。
 ( and / go / the supermarket / to / will / you ) buy some milk for me? 

2.	いいですよ。私に任せてください。
 All right. ( can / it / leave / to / you ) me.

3.	このＤＶＤをレンタル店に返してくれるとありがたいのですが。
 I ( appreciate / if / it / would / you ) could return this DVD to the rental 

shop.

4.	いいですよ。通りがかりですから。
 No problem.  ( it’s / my / on / right / way ).

日本語に合うように，英語に直しましょう。

1.	もし，よろしければこのコンピュータの使い方を教えていただけますか。
〈	how to 〉

2.	今日の授業について質問があります。

3.	申し訳ありません。そのチケットはすでに売り切れています。

4.	もしできることならそうしたいのですが，他の誰かに頼んでいただけますか。〈	wish 〉

Hop

Step

Jump

数学のノートを貸してほしいというメールを，理由をそえてアケミに書い
てみましょう。

Hi, Akemi,  
I was wondering if you could  
 

Your Turn

Practice

p090_099_exp2_Program01-05_unit2_160404.indd   91 2017/02/17   16:43

教科書紙面紹介③

これまでに学習した文法事項

Unit 1 と同様，コ
ンパクトな英文の中
に学習すべき言語材
料が入っており，さ
まざまな場面が提示
されます。

Model Dialogue
[Passage]

ターゲットとなる機
能表現を用いた例文
集です。さまざまな
種類の表現を含むよ
うにしました。

Expressions

Model Dialogue
［Passage］の内容
に関する，T/Fと英
問英答のリスニング
問題です。

Listen & Answer

24
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 I’m (        ) I don’t have (        ) to do that.
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4.	ごめんなさい，今は現金を持っていません。
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2.	いいですよ。私に任せてください。
 All right. ( can / it / leave / to / you ) me.

3.	このＤＶＤをレンタル店に返してくれるとありがたいのですが。
 I ( appreciate / if / it / would / you ) could return this DVD to the rental 

shop.

4.	いいですよ。通りがかりですから。
 No problem.  ( it’s / my / on / right / way ).

日本語に合うように，英語に直しましょう。

1.	もし，よろしければこのコンピュータの使い方を教えていただけますか。
〈	how to 〉

2.	今日の授業について質問があります。
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Hop

Step

Jump

数学のノートを貸してほしいというメールを，理由をそえてアケミに書い
てみましょう。

Hi, Akemi,  
I was wondering if you could  
 

Your Turn

Practice
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を機能別に整理していきます
17 教出
英 Ⅱ 320

ターゲットとなる
機能表現を含んだ
例文の一部を自分
で考える，自己表
現活動です。

機能表現を定着する
ための練習問題。
Aが空欄補充，
Bが語句並べかえ，
Cが和文英訳で，
文法事項の整理，
復習にもなります。

Practice

英
語
表
現
Ⅱ
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Unit 2
Paragraph

Writing

100 101

1Recommending 
Places to Visit

aragraph Writing1
○英文の空白部分に適切な単語を補いましょう。

挨
拶

メールありがとう。もうすぐ君に会えるなんて，わくわくします。訪れるとよい
場所をいくつか推薦します。
Thank you for your email. I am excited (      ) (      ) you soon.  I will 
recommend some places (        ) (        ).

提
案
１

まず，日本の伝統文化に出会うために，浅草寺に行くとよいと思います。出店
がたくさんあります。
First, you (        ) go to Sensoji Temple (        ) see traditional (        ) (        ).
There are a lot of street stalls.

提
案
２

次に，よい景色を楽しむために，東京スカイツリーに行くとよいと思います。最
上階からは東京のすばらしい景色が一望できます。
Second, you should go to the Tokyo Skytree (        ) (        ) a good view. You 
can have a wonderful (        ) (        ) Tokyo from the (        ) f loor.

提
案
３

最後に，日本食を楽しむために回転寿司で夕食をとりましょう。あなたの好きな
ものを注文できます。
Lastly, let’s (        ) (        ) at a kaitenzushi restaurant, a conveyor belt sushi 
bar, to enjoy (        ) (        ) .  You can pick up what you want to eat from the 
belt.

最
後
に

何か質問があったら，聞いてください。君に会うのが待ちきれません。
If you have any questions, feel free (        ) (        ) (        ). I (        ) (        ) 
to (        ) (        ).

Step 3 自分が作成したフローチャートをもとに，パラグラフを書いてみましょう。

海外の友人から次のようなメールが来ました。滞在している間の過ごし方をメールで提案
しましょう。

Hi Taiki,
How are you doing these days? I am visiting Tokyo next month, and I am 

writing this email to ask you to recommend some places to visit in Tokyo.  I 
would like to visit a temple or a shrine to see traditional Japanese culture. 
Which temple or shrine should I visit? I would also like to enjoy a good view. 
Where should I go? In addition, I would like to enjoy Japanese food. Where 
can I have a nice meal?  I am looking forward to your reply.
Best wishes,
Stephan

(1)返事を書くために，内容マップを作成します。

(2)内容マップに関連すると思われる表現を確認しましょう。
 寺 (                               ) 日本の伝統文化 (                               ) 
 よい景色 (                               ) 推薦する (                               ) 
 日本食 (                               ) 回転寿司 (                               ) 
 注文する (                               )  東京を一望する (                               ) 

東京旅行

浅草寺

日本の
伝統文化

よい
景色

東京スカイ
ツリー

日本食

回転寿司

海外の友人があなたの住んでいる街を訪
ねてくるときの過ごし方を提案するため
に，内容マップ，フローチャートを作成し，
メールを書いてみましょう。

Challenge

5

Step 2 内容マップをフローチャートに変えてみましょう。

内容マップを作成しましょう。Step 1
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100 101

1Recommending 
Places to Visit

aragraph Writing1
○英文の空白部分に適切な単語を補いましょう。

挨
拶

メールありがとう。もうすぐ君に会えるなんて，わくわくします。訪れるとよい
場所をいくつか推薦します。
Thank you for your email. I am excited (      ) (      ) you soon.  I will 
recommend some places (        ) (        ).

提
案
１

まず，日本の伝統文化に出会うために，浅草寺に行くとよいと思います。出店
がたくさんあります。
First, you (        ) go to Sensoji Temple (        ) see traditional (        ) (        ).
There are a lot of street stalls.

提
案
２

次に，よい景色を楽しむために，東京スカイツリーに行くとよいと思います。最
上階からは東京のすばらしい景色が一望できます。
Second, you should go to the Tokyo Skytree (        ) (        ) a good view. You 
can have a wonderful (        ) (        ) Tokyo from the (        ) f loor.

提
案
３

最後に，日本食を楽しむために回転寿司で夕食をとりましょう。あなたの好きな
ものを注文できます。
Lastly, let’s (        ) (        ) at a kaitenzushi restaurant, a conveyor belt sushi 
bar, to enjoy (        ) (        ) .  You can pick up what you want to eat from the 
belt.

最
後
に

何か質問があったら，聞いてください。君に会うのが待ちきれません。
If you have any questions, feel free (        ) (        ) (        ). I (        ) (        ) 
to (        ) (        ).

Step 3 自分が作成したフローチャートをもとに，パラグラフを書いてみましょう。

海外の友人から次のようなメールが来ました。滞在している間の過ごし方をメールで提案
しましょう。

Hi Taiki,
How are you doing these days? I am visiting Tokyo next month, and I am 

writing this email to ask you to recommend some places to visit in Tokyo.  I 
would like to visit a temple or a shrine to see traditional Japanese culture. 
Which temple or shrine should I visit? I would also like to enjoy a good view. 
Where should I go? In addition, I would like to enjoy Japanese food. Where 
can I have a nice meal?  I am looking forward to your reply.
Best wishes,
Stephan

(1)返事を書くために，内容マップを作成します。

(2)内容マップに関連すると思われる表現を確認しましょう。
 寺 (                               ) 日本の伝統文化 (                               ) 
 よい景色 (                               ) 推薦する (                               ) 
 日本食 (                               ) 回転寿司 (                               ) 
 注文する (                               )  東京を一望する (                               ) 

東京旅行

浅草寺

日本の
伝統文化

よい
景色

東京スカイ
ツリー

日本食

回転寿司

海外の友人があなたの住んでいる街を訪
ねてくるときの過ごし方を提案するため
に，内容マップ，フローチャートを作成し，
メールを書いてみましょう。

Challenge

5

Step 2 内容マップをフローチャートに変えてみましょう。

内容マップを作成しましょう。Step 1
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スピーチなどの英文をつくる

友人が日本でしたい
ことを具体化し，
整理しています。

書きたいことを
整理することから
始めます。
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100 101

1Recommending 
Places to Visit

aragraph Writing1
○英文の空白部分に適切な単語を補いましょう。

挨
拶

メールありがとう。もうすぐ君に会えるなんて，わくわくします。訪れるとよい
場所をいくつか推薦します。
Thank you for your email. I am excited (      ) (      ) you soon.  I will 
recommend some places (        ) (        ).

提
案
１

まず，日本の伝統文化に出会うために，浅草寺に行くとよいと思います。出店
がたくさんあります。
First, you (        ) go to Sensoji Temple (        ) see traditional (        ) (        ).
There are a lot of street stalls.

提
案
２

次に，よい景色を楽しむために，東京スカイツリーに行くとよいと思います。最
上階からは東京のすばらしい景色が一望できます。
Second, you should go to the Tokyo Skytree (        ) (        ) a good view. You 
can have a wonderful (        ) (        ) Tokyo from the (        ) f loor.

提
案
３

最後に，日本食を楽しむために回転寿司で夕食をとりましょう。あなたの好きな
ものを注文できます。
Lastly, let’s (        ) (        ) at a kaitenzushi restaurant, a conveyor belt sushi 
bar, to enjoy (        ) (        ) .  You can pick up what you want to eat from the 
belt.

最
後
に

何か質問があったら，聞いてください。君に会うのが待ちきれません。
If you have any questions, feel free (        ) (        ) (        ). I (        ) (        ) 
to (        ) (        ).

Step 3 自分が作成したフローチャートをもとに，パラグラフを書いてみましょう。

海外の友人から次のようなメールが来ました。滞在している間の過ごし方をメールで提案
しましょう。

Hi Taiki,
How are you doing these days? I am visiting Tokyo next month, and I am 

writing this email to ask you to recommend some places to visit in Tokyo.  I 
would like to visit a temple or a shrine to see traditional Japanese culture. 
Which temple or shrine should I visit? I would also like to enjoy a good view. 
Where should I go? In addition, I would like to enjoy Japanese food. Where 
can I have a nice meal?  I am looking forward to your reply.
Best wishes,
Stephan

(1)返事を書くために，内容マップを作成します。

(2)内容マップに関連すると思われる表現を確認しましょう。
 寺 (                               ) 日本の伝統文化 (                               ) 
 よい景色 (                               ) 推薦する (                               ) 
 日本食 (                               ) 回転寿司 (                               ) 
 注文する (                               )  東京を一望する (                               ) 

東京旅行

浅草寺

日本の
伝統文化

よい
景色

東京スカイ
ツリー

日本食

回転寿司

海外の友人があなたの住んでいる街を訪
ねてくるときの過ごし方を提案するため
に，内容マップ，フローチャートを作成し，
メールを書いてみましょう。

Challenge

5

Step 2 内容マップをフローチャートに変えてみましょう。

内容マップを作成しましょう。Step 1
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しましょう。

Hi Taiki,
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would like to visit a temple or a shrine to see traditional Japanese culture. 
Which temple or shrine should I visit? I would also like to enjoy a good view. 
Where should I go? In addition, I would like to enjoy Japanese food. Where 
can I have a nice meal?  I am looking forward to your reply.
Best wishes,
Stephan

(1)返事を書くために，内容マップを作成します。

(2)内容マップに関連すると思われる表現を確認しましょう。
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に，内容マップ，フローチャートを作成し，
メールを書いてみましょう。

Challenge

5

Step 2 内容マップをフローチャートに変えてみましょう。
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基礎を学んでいきます
17 教出
英 Ⅱ 320

提案の内容をことば
で表現していきます。

実際に書いてみます

Paragraph Writing
1～3で構成の基礎は
バッチリ！
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Unit 3
発展編

128 129

1Let’s Start Saving 
Energy –– But How?

1 スピーチ

5

10

15

20

(1)スピーチの構成を確認しましょう。

(2)次の質問に英語で答えてみましょう。

1. What problem does the speaker bring up before stating the main theme of his 
or her speech? 
The speaker brings up  .

2. What is the main theme of the speech? 
The main theme of the speech is  .

3. What is the first way the speaker recommends? 
The first way the speaker recommends is to  .

4. What is the second way the speaker recommends? 
The second way the speaker recommends is to  .

5. What is the third way the speaker recommends? 
The third way the speaker recommends is to  .

6. What does the speaker say by way of conclusion? 
The speaker says  .

　過去数十年間，生活の現代化に合
わせて，私たちはますます多くのエネ
ルギーを消費するようになってきまし
た。車，エアコン，24時間営業のコ
ンビニエンスストアにますます頼って
います。生活が少し窮屈で不便になる
かもしれませんが，そろそろエネル
ギーの節約法を真剣に考えるべき時
だと思います。ここでは，高校生とし
てできることを紹介します。

　第一に，できるかぎり歩いたり，自
転車を使ったりするべきです。そうす
れば，石油をまったく使いません。こ
れによって，健康にもなります。第二に，
夏期にエアコンを使わないようにする
べきです。その代わりに，伝統的な扇
（うちわや扇子）をもっと使うべきで
す。第三に，早寝早起きを実行する
べきです。これは，先生方も宿題をた
くさん出さないということにもなりま
す。

　みなさんも，エネルギーを節約する
ために，他にもよい考えをきっと持っ
ているでしょう。私たちの考えを共有
して，できるだけエネルギーの節約に
努めましょう。

スピーチを始めるための表現，終えるための表現を確認しましょう。
 Let me talk about ways we can save energy as a high school student.
 It is a great pleasure for me to talk to you about ways to save energy.
 Today I would like to talk about how we can save energy in our daily lives.
 Thank you very much for listening to my speech. 

Check!

For the past several decades, we have 
been using more and more energy as our 
lives have become modernized. We depend 
more and more on cars, air conditioners, 
and convenience stores which are open 24 
hours a day.  It is high time we should 
think of ways to save energy although it 
may make our lives a little less 
comfortable and less convenient.  Here is 
what we can do as high school students.

First, we should walk and use bicycles 
whenever possible.  That way we don’t use 
any oil at all.  This will also make us 
healthy.  Secondly, we should try to do 
without air conditioners in summertime.  
Instead, we should use traditional fans 
(uchiwa or sensu) more and more.  Thirdly, 
we should go to bed earlier at night and 
wake up earlier in the morning.  This 
means that teachers shouldn’t give us a 
lot of homework.

I’m sure you also have other good ideas 
on how to save energy.  Let’s share our 
ideas and try to save as much energy as 
possible.

導　入
メインテーマ

まとめ

展　開

第1のポイント 第2のポイント 第3のポイント

エネルギーの節約についてスピーチをしてみましょう。Model Script

Step 1 スピーチの準備
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1Let’s Start Saving 
Energy –– But How?
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(1)スピーチの構成を確認しましょう。

(2)次の質問に英語で答えてみましょう。

1. What problem does the speaker bring up before stating the main theme of his 
or her speech? 
The speaker brings up  .

2. What is the main theme of the speech? 
The main theme of the speech is  .

3. What is the first way the speaker recommends? 
The first way the speaker recommends is to  .

4. What is the second way the speaker recommends? 
The second way the speaker recommends is to  .

5. What is the third way the speaker recommends? 
The third way the speaker recommends is to  .

6. What does the speaker say by way of conclusion? 
The speaker says  .

　過去数十年間，生活の現代化に合
わせて，私たちはますます多くのエネ
ルギーを消費するようになってきまし
た。車，エアコン，24時間営業のコ
ンビニエンスストアにますます頼って
います。生活が少し窮屈で不便になる
かもしれませんが，そろそろエネル
ギーの節約法を真剣に考えるべき時
だと思います。ここでは，高校生とし
てできることを紹介します。

　第一に，できるかぎり歩いたり，自
転車を使ったりするべきです。そうす
れば，石油をまったく使いません。こ
れによって，健康にもなります。第二に，
夏期にエアコンを使わないようにする
べきです。その代わりに，伝統的な扇
（うちわや扇子）をもっと使うべきで
す。第三に，早寝早起きを実行する
べきです。これは，先生方も宿題をた
くさん出さないということにもなりま
す。

　みなさんも，エネルギーを節約する
ために，他にもよい考えをきっと持っ
ているでしょう。私たちの考えを共有
して，できるだけエネルギーの節約に
努めましょう。

スピーチを始めるための表現，終えるための表現を確認しましょう。
 Let me talk about ways we can save energy as a high school student.
 It is a great pleasure for me to talk to you about ways to save energy.
 Today I would like to talk about how we can save energy in our daily lives.
 Thank you very much for listening to my speech. 

Check!

For the past several decades, we have 
been using more and more energy as our 
lives have become modernized. We depend 
more and more on cars, air conditioners, 
and convenience stores which are open 24 
hours a day.  It is high time we should 
think of ways to save energy although it 
may make our lives a little less 
comfortable and less convenient.  Here is 
what we can do as high school students.

First, we should walk and use bicycles 
whenever possible.  That way we don’t use 
any oil at all.  This will also make us 
healthy.  Secondly, we should try to do 
without air conditioners in summertime.  
Instead, we should use traditional fans 
(uchiwa or sensu) more and more.  Thirdly, 
we should go to bed earlier at night and 
wake up earlier in the morning.  This 
means that teachers shouldn’t give us a 
lot of homework.

I’m sure you also have other good ideas 
on how to save energy.  Let’s share our 
ideas and try to save as much energy as 
possible.

導　入
メインテーマ

まとめ

展　開

第1のポイント 第2のポイント 第3のポイント

エネルギーの節約についてスピーチをしてみましょう。Model Script

Step 1 スピーチの準備
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教科書紙面紹介⑤

既習事項を生かして，無理

スピーチのモデル
を提示し，後のス
テップで構成や表
現を学習していき
ます。
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(1)スピーチの構成を確認しましょう。

(2)次の質問に英語で答えてみましょう。

1. What problem does the speaker bring up before stating the main theme of his 
or her speech? 
The speaker brings up  .

2. What is the main theme of the speech? 
The main theme of the speech is  .

3. What is the first way the speaker recommends? 
The first way the speaker recommends is to  .

4. What is the second way the speaker recommends? 
The second way the speaker recommends is to  .

5. What is the third way the speaker recommends? 
The third way the speaker recommends is to  .

6. What does the speaker say by way of conclusion? 
The speaker says  .

　過去数十年間，生活の現代化に合
わせて，私たちはますます多くのエネ
ルギーを消費するようになってきまし
た。車，エアコン，24時間営業のコ
ンビニエンスストアにますます頼って
います。生活が少し窮屈で不便になる
かもしれませんが，そろそろエネル
ギーの節約法を真剣に考えるべき時
だと思います。ここでは，高校生とし
てできることを紹介します。

　第一に，できるかぎり歩いたり，自
転車を使ったりするべきです。そうす
れば，石油をまったく使いません。こ
れによって，健康にもなります。第二に，
夏期にエアコンを使わないようにする
べきです。その代わりに，伝統的な扇
（うちわや扇子）をもっと使うべきで
す。第三に，早寝早起きを実行する
べきです。これは，先生方も宿題をた
くさん出さないということにもなりま
す。

　みなさんも，エネルギーを節約する
ために，他にもよい考えをきっと持っ
ているでしょう。私たちの考えを共有
して，できるだけエネルギーの節約に
努めましょう。

スピーチを始めるための表現，終えるための表現を確認しましょう。
 Let me talk about ways we can save energy as a high school student.
 It is a great pleasure for me to talk to you about ways to save energy.
 Today I would like to talk about how we can save energy in our daily lives.
 Thank you very much for listening to my speech. 

Check!

For the past several decades, we have 
been using more and more energy as our 
lives have become modernized. We depend 
more and more on cars, air conditioners, 
and convenience stores which are open 24 
hours a day.  It is high time we should 
think of ways to save energy although it 
may make our lives a little less 
comfortable and less convenient.  Here is 
what we can do as high school students.

First, we should walk and use bicycles 
whenever possible.  That way we don’t use 
any oil at all.  This will also make us 
healthy.  Secondly, we should try to do 
without air conditioners in summertime.  
Instead, we should use traditional fans 
(uchiwa or sensu) more and more.  Thirdly, 
we should go to bed earlier at night and 
wake up earlier in the morning.  This 
means that teachers shouldn’t give us a 
lot of homework.

I’m sure you also have other good ideas 
on how to save energy.  Let’s share our 
ideas and try to save as much energy as 
possible.

導　入
メインテーマ

まとめ

展　開

第1のポイント 第2のポイント 第3のポイント

エネルギーの節約についてスピーチをしてみましょう。Model Script

Step 1 スピーチの準備
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(1)スピーチの構成を確認しましょう。

(2)次の質問に英語で答えてみましょう。

1. What problem does the speaker bring up before stating the main theme of his 
or her speech? 
The speaker brings up  .

2. What is the main theme of the speech? 
The main theme of the speech is  .

3. What is the first way the speaker recommends? 
The first way the speaker recommends is to  .

4. What is the second way the speaker recommends? 
The second way the speaker recommends is to  .

5. What is the third way the speaker recommends? 
The third way the speaker recommends is to  .

6. What does the speaker say by way of conclusion? 
The speaker says  .

　過去数十年間，生活の現代化に合
わせて，私たちはますます多くのエネ
ルギーを消費するようになってきまし
た。車，エアコン，24時間営業のコ
ンビニエンスストアにますます頼って
います。生活が少し窮屈で不便になる
かもしれませんが，そろそろエネル
ギーの節約法を真剣に考えるべき時
だと思います。ここでは，高校生とし
てできることを紹介します。

　第一に，できるかぎり歩いたり，自
転車を使ったりするべきです。そうす
れば，石油をまったく使いません。こ
れによって，健康にもなります。第二に，
夏期にエアコンを使わないようにする
べきです。その代わりに，伝統的な扇
（うちわや扇子）をもっと使うべきで
す。第三に，早寝早起きを実行する
べきです。これは，先生方も宿題をた
くさん出さないということにもなりま
す。

　みなさんも，エネルギーを節約する
ために，他にもよい考えをきっと持っ
ているでしょう。私たちの考えを共有
して，できるだけエネルギーの節約に
努めましょう。

スピーチを始めるための表現，終えるための表現を確認しましょう。
 Let me talk about ways we can save energy as a high school student.
 It is a great pleasure for me to talk to you about ways to save energy.
 Today I would like to talk about how we can save energy in our daily lives.
 Thank you very much for listening to my speech. 

Check!

For the past several decades, we have 
been using more and more energy as our 
lives have become modernized. We depend 
more and more on cars, air conditioners, 
and convenience stores which are open 24 
hours a day.  It is high time we should 
think of ways to save energy although it 
may make our lives a little less 
comfortable and less convenient.  Here is 
what we can do as high school students.

First, we should walk and use bicycles 
whenever possible.  That way we don’t use 
any oil at all.  This will also make us 
healthy.  Secondly, we should try to do 
without air conditioners in summertime.  
Instead, we should use traditional fans 
(uchiwa or sensu) more and more.  Thirdly, 
we should go to bed earlier at night and 
wake up earlier in the morning.  This 
means that teachers shouldn’t give us a 
lot of homework.

I’m sure you also have other good ideas 
on how to save energy.  Let’s share our 
ideas and try to save as much energy as 
possible.

導　入
メインテーマ

まとめ

展　開

第1のポイント 第2のポイント 第3のポイント

エネルギーの節約についてスピーチをしてみましょう。Model Script

Step 1 スピーチの準備
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なく自己表現活動ができます
17 教出
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スピーチの構成を
図解して提示した
後，モデル文の内
容を理解していき
ます。

Step 1［準備］

Paragraph Writing
1～3で身につけた 
構成力がここで発揮
されます。
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Unit 3
発展編

130 131Project 1 ■ スピーチ

(1) 「人生で一度は訪れたいところ」というテーマで，スピーチをすることになりました。
グループでのブレインストーミングの結果，以下のような内容マップを作成しました。
それぞれのメモに関する英語表現を考えましょう。

古代の ancient ナイル川 the Nile 本物の authentic
文明 civilization （川を）下る float down ミイラ mummy
ピラミッド the pyramids 大型船 big boat 博物館 museum
頂上 the top のんびりした leisurely

(2)上の内容マップを参考にして，スピーチ原稿を書いてみましょう。

We would like to talk about the place we want to visit at least once

 .  The place we would like to visit is Egypt.  We have 

 for our decision.

First of all, if we visit Egypt, we can see  , the symbol of 

 .  We hope we can climb to  .  Secondly, we 

can also see  , which is said to be  .  We would 

like to enjoy  the river  .  And finally, we 

can see  in the museum there.  We have read so much about 

 , but we have never  . 

For these three reasons we would like to visit  at least 

once  .  Where would you like to visit?

HINTS

(1)次のテーマから1つ選び，スピーチ原稿を書いてみましょう。

・最も尊敬する人物：the person you respect most  
・最も感動した映画，または本：the movie or book which moved you most
・自分が就きたい職業：the job you wish to do in the future
・自分が選んだテーマ：the theme of your own choice

テーマの紹介と自分の意見の提示，理由が3つあることを示す

自分の意見を支える3つの理由を紹介

First,   

 

Secondly,   

 

Thirdly,   

 

テーマについての自分なりの結論を提示

(2)上の原稿をもとにグループの中でスピーチをしてみましょう。

導 入

展 開

まとめ

スピーチをするときの注意事項を確認しましょう。

①原稿を読み上げずに，クラスの一人ひとりに話しかけるような口調で話しましょう。
②原稿を覚えられないときは，小さな紙に書いたメモを活用しましょう。
③１点を見つめて話すのではなく，ときどき視線の方向を変えましょう。
④内容的に大切な名詞，動詞，形容詞などは，少し長めに発音しましょう。
⑤ジェスチャー（特に両手の動き）を効果的に活用しましょう。

Check!

導　入
一度は訪れたいところとは？

エジプト

まとめ エジプトに行きたい

展　開

理由1
古代文明の象徴である
ピラミッドを見る

できれば頂上まで登りたい

理由２
世界最長といわれる
ナイル川を見る
大型船でゆっくり
川下りもしたい

理由３
博物館で

本物のミイラを見る
本で読んだが，
見たことはない

Step 3 スピーチの実践Step 2 スピーチの体験
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教科書紙面紹介⑥

Stepを踏んで，無理

別のテーマでスピー
チの構成を考え，ス
ピーチ原稿を書いて
いきます。原稿は穴
埋め形式で負担が少
なくなっています。

Step 2［体験］
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なく英文を書くコツを学びます
17 教出
英 Ⅱ 320

Step 1，2の手順
にしたがい，自分
でテーマを 1つ選
び，提示された構
成に沿って原稿を
作成します。

Step 3［実践］

作成した原稿を用いて，
スピーチの発表を行い
ます。また，スピーチ
の導入やまとめの際に
使える表現例を紹介し
ています。

英
語
表
現
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