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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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2-8

Express the passive voice using 〈be verb＋ past participle〉.

The passive voice with an auxiliary verb takes the form 〈auxiliary verb＋ be verb＋ past participle〉.

The passive voice

2-6

2-7

2-5

2-4

1 3              2

【Listen & Choose 音声スクリプト】
1. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by van Gogh.
 A: When was it painted?
 B: It was painted in 1889.

【モデル文を使った対話の発問例】
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually 

wear them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?

・ Who wears yukatas in their daily lives?
・ Where can sumo wrestlers in yukatas 

be seen?
・ Who did Akemi see on their bikes 

yesterday?

【写真を使った導入の発問例】
・Where are these four girls?
・Who are they?
・What are they doing?
・What are they wearing?
・Why are they wearing yukatas?
・What season is it?

2-1

2-2

2-3
（ポーズつき）

2. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by Claude Monet.
 A: What’s the name of this picture?
 B: It’s called Water Lilies.

3. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by da Vinci.
 A: What was it painted with? 
 B: It was painted with oil paints.

Expressions that show surprise and response.

↑ liked

↑ written

↑made

↑ followed
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2. A: Who was this picture painted by?
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6

Lesson 6 教科書 p. 38

Lesson 6
What Is This Called? 

（教科書 p. 38）

　冒頭写真

▶ 指導手順
① あいさつで授業開きを行う。
② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

▶ 発問例
・Where do you think these two girls are?
・What do you think they are doing?
・What do you think they are having?
・What do you think they are looking at?

▶ 参考語句
regular day 「ふだんの日」，special day「特別な日」，
describe「言葉で説明する」，light blue「みず色の」，
summer festival「夏祭り」，starch syrup「水飴」

▶ 対話例
〈Fact-finding〉

T: What kind of kimono are these girls wearing?
S: They are wearing yukata.
T: Does this picture tell us about one of their 

regular days?
S: It must be about some special day.
T: Why do you think so?
S: Because those girls are in colorful yukata.  

Girls wear them on special day in summer.
〈Story-making〉
T: Can you describe the two girls in yukata?
S: OK.  The girl on the left is in a light blue 

yukata, and the girl on the left is in a pink 
one. They are having starch syrup.

T: What can you find about them?
S: I think the Japanese girl is taking the 

international girl to a summer festival. They 
are having a good time.

　Model Dialogue           ] 2-2, 3 ]

▶ 指導手順
① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラス・リー
ディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさせる。
⑥ 時間に余裕があれば，モデル文について，英
語でQ&Aを行う。

▶ 発問例
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?
・ Who wears yukatas in their daily lives?
・ Where can sumo wrestlers in yukata be seen?
・ Who did Sakura see on their bikes yesterday?

▶ 対話例
T: Turn to page 38.  Look at the Model Dialogue.  

Emily is asking Sakura about something she 
found.  What did Emily find?

S: (She found) A kind of kimono.
T: I see.  Does she know what it is called?
S: No, she doesn’t.  So she asks Sakura.
T: How does Sakura explain it to Emily?
S: Sakura says that the kimono is called a 

yukata.  It is usually worn in summertime.  
Japanese people usually don’t wear yukata.

T: What information surprised Emily?
S: Sumo wrestlers wear yukata in their daily 

lives, and Sakura saw them on their bikes.

▶ 語句・語法解説
2. usually　used to talk about what happens 

on most occasions or in most situations 
(LDCE第5版 )

 Women usually live longer than men.
6. maybe 「ひょっとすると」
 「不確実」な事態を暗示しているので，確実性
の高さを暗示するprobablyと混同しないよ
うに注意させる。類義語として，perhapsが
ある。《米》ではmaybeが多用される。

8-9. I saw them on their bikes 「彼らが自転車
に乗っているのを見た」

 them on their bikesの部分が動詞を欠いた
小節（small clause）となっており，知覚動詞
seeはこの小節全体を目的語としている。

 同じ構文をとる動詞（群）として，hear，feel，
watch，notice，observe，perceive，listen 
to，look atなどがある。

　True or False        　　　 ] 2-4]

▶ 指導手順
①活動の目的を簡単に説明する。
②CDの音声を聞かせる。
③解答を確認させる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

Yukata is usually worn in summertime.
Emily saw yukata for the first time.
Sumo wrestlers in yukata can be seen everywhere 
in Japan.

▶ 解答　1. T    2. T    3. F

　Listen & Choose 

▶ 指導手順

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 時間に余裕があれば，音声スクリプトを使っ
て部分書き取りをさせる。その場合，空白を
設けて単語を補わせる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

1. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by van Gogh.
 A: When was it painted?
 B: It was painted in 1889.
2. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by Claude Monet.
 A: What’s the name of this picture?
 B: It’s called Water Lilies.
3. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by da Vinci.
 A: What was it painted with?
 B: It was painted with oil paints.

▶ 解答　A. 1　　B. 3　　C. 2

▶ 部分書き取りの例
1. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by van Gogh.
 A: When was it (　　　　)?
 B: It was (　　　　) in 1889.
2. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by Claude Monet.
 A: What’s the name of this (　　　　)?
 B: It’s (　　　　) Water Lilies.
3. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by da Vinci.
 A: What was it (　　　　) with?
 B: It was (　　　　) with (　　　　) paints.

▶ 聞き取りのヒントの表現例
1. The name van Gogh is usually called「ゴッ
ホ」in Japan.

2. The name Water Lilies is known as「スイレ
ン」in Japan.

3. The p ic ture pa in ted by da Vinc i i s 
displayed in the Louvre Museum in Paris.  
Have you ever seen it?

例

2-1
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Lesson 6
What Is This Called? 

（教科書 p. 38）

　冒頭写真

▶ 指導手順
① あいさつで授業開きを行う。
② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

▶ 発問例
・Where do you think these two girls are?
・What do you think they are doing?
・What do you think they are having?
・What do you think they are looking at?

▶ 参考語句
regular day 「ふだんの日」，special day「特別な日」，
describe「言葉で説明する」，light blue「みず色の」，
summer festival「夏祭り」，starch syrup「水飴」

▶ 対話例
〈Fact-finding〉

T: What kind of kimono are these girls wearing?
S: They are wearing yukata.
T: Does this picture tell us about one of their 

regular days?
S: It must be about some special day.
T: Why do you think so?
S: Because those girls are in colorful yukata.  

Girls wear them on special day in summer.
〈Story-making〉
T: Can you describe the two girls in yukata?
S: OK.  The girl on the left is in a light blue 

yukata, and the girl on the left is in a pink 
one. They are having starch syrup.

T: What can you find about them?
S: I think the Japanese girl is taking the 

international girl to a summer festival. They 
are having a good time.

　Model Dialogue           ] 2-2, 3 ]

▶ 指導手順
① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラス・リー
ディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさせる。
⑥ 時間に余裕があれば，モデル文について，英
語でQ&Aを行う。

▶ 発問例
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?
・ Who wears yukatas in their daily lives?
・ Where can sumo wrestlers in yukata be seen?
・ Who did Sakura see on their bikes yesterday?

▶ 対話例
T: Turn to page 38.  Look at the Model Dialogue.  

Emily is asking Sakura about something she 
found.  What did Emily find?

S: (She found) A kind of kimono.
T: I see.  Does she know what it is called?
S: No, she doesn’t.  So she asks Sakura.
T: How does Sakura explain it to Emily?
S: Sakura says that the kimono is called a 

yukata.  It is usually worn in summertime.  
Japanese people usually don’t wear yukata.

T: What information surprised Emily?
S: Sumo wrestlers wear yukata in their daily 

lives, and Sakura saw them on their bikes.

▶ 語句・語法解説
2. usually　used to talk about what happens 

on most occasions or in most situations 
(LDCE第5版 )

 Women usually live longer than men.
6. maybe 「ひょっとすると」
 「不確実」な事態を暗示しているので，確実性
の高さを暗示するprobablyと混同しないよ
うに注意させる。類義語として，perhapsが
ある。《米》ではmaybeが多用される。

8-9. I saw them on their bikes 「彼らが自転車
に乗っているのを見た」

 them on their bikesの部分が動詞を欠いた
小節（small clause）となっており，知覚動詞
seeはこの小節全体を目的語としている。

 同じ構文をとる動詞（群）として，hear，feel，
watch，notice，observe，perceive，listen 
to，look atなどがある。

　True or False        　　　 ] 2-4]

▶ 指導手順
①活動の目的を簡単に説明する。
②CDの音声を聞かせる。
③解答を確認させる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

Yukata is usually worn in summertime.
Emily saw yukata for the first time.
Sumo wrestlers in yukata can be seen everywhere 
in Japan.

▶ 解答　1. T    2. T    3. F

　Listen & Choose 

▶ 指導手順

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 時間に余裕があれば，音声スクリプトを使っ
て部分書き取りをさせる。その場合，空白を
設けて単語を補わせる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

1. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by van Gogh.
 A: When was it painted?
 B: It was painted in 1889.
2. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by Claude Monet.
 A: What’s the name of this picture?
 B: It’s called Water Lilies.
3. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by da Vinci.
 A: What was it painted with?
 B: It was painted with oil paints.

▶ 解答　A. 1　　B. 3　　C. 2

▶ 部分書き取りの例
1. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by van Gogh.
 A: When was it (　　　　)?
 B: It was (　　　　) in 1889.
2. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by Claude Monet.
 A: What’s the name of this (　　　　)?
 B: It’s (　　　　) Water Lilies.
3. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by da Vinci.
 A: What was it (　　　　) with?
 B: It was (　　　　) with (　　　　) paints.

▶ 聞き取りのヒントの表現例
1. The name van Gogh is usually called「ゴッ
ホ」in Japan.

2. The name Water Lilies is known as「スイレ
ン」in Japan.

3. The p ic ture pa in ted by da Vinc i i s 
displayed in the Louvre Museum in Paris.  
Have you ever seen it?

例

2-1

指導書（解説編）紙面紹介①

写真，モデル文を
使った対話例
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Lesson 6 教科書 p. 38

Lesson 6
What Is This Called? 

（教科書 p. 38）

　冒頭写真

▶ 指導手順
① あいさつで授業開きを行う。
② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

▶ 発問例
・Where do you think these two girls are?
・What do you think they are doing?
・What do you think they are having?
・What do you think they are looking at?

▶ 参考語句
regular day 「ふだんの日」，special day「特別な日」，
describe「言葉で説明する」，light blue「みず色の」，
summer festival「夏祭り」，starch syrup「水飴」

▶ 対話例
〈Fact-finding〉

T: What kind of kimono are these girls wearing?
S: They are wearing yukata.
T: Does this picture tell us about one of their 

regular days?
S: It must be about some special day.
T: Why do you think so?
S: Because those girls are in colorful yukata.  

Girls wear them on special day in summer.
〈Story-making〉
T: Can you describe the two girls in yukata?
S: OK.  The girl on the left is in a light blue 

yukata, and the girl on the left is in a pink 
one. They are having starch syrup.

T: What can you find about them?
S: I think the Japanese girl is taking the 

international girl to a summer festival. They 
are having a good time.

　Model Dialogue           ] 2-2, 3 ]

▶ 指導手順
① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラス・リー
ディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさせる。
⑥ 時間に余裕があれば，モデル文について，英
語でQ&Aを行う。

▶ 発問例
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?
・ Who wears yukatas in their daily lives?
・ Where can sumo wrestlers in yukata be seen?
・ Who did Sakura see on their bikes yesterday?

▶ 対話例
T: Turn to page 38.  Look at the Model Dialogue.  

Emily is asking Sakura about something she 
found.  What did Emily find?

S: (She found) A kind of kimono.
T: I see.  Does she know what it is called?
S: No, she doesn’t.  So she asks Sakura.
T: How does Sakura explain it to Emily?
S: Sakura says that the kimono is called a 

yukata.  It is usually worn in summertime.  
Japanese people usually don’t wear yukata.

T: What information surprised Emily?
S: Sumo wrestlers wear yukata in their daily 

lives, and Sakura saw them on their bikes.

▶ 語句・語法解説
2. usually　used to talk about what happens 

on most occasions or in most situations 
(LDCE第5版 )

 Women usually live longer than men.
6. maybe 「ひょっとすると」
 「不確実」な事態を暗示しているので，確実性
の高さを暗示するprobablyと混同しないよ
うに注意させる。類義語として，perhapsが
ある。《米》ではmaybeが多用される。

8-9. I saw them on their bikes 「彼らが自転車
に乗っているのを見た」

 them on their bikesの部分が動詞を欠いた
小節（small clause）となっており，知覚動詞
seeはこの小節全体を目的語としている。

 同じ構文をとる動詞（群）として，hear，feel，
watch，notice，observe，perceive，listen 
to，look atなどがある。

　True or False        　　　 ] 2-4]

▶ 指導手順
①活動の目的を簡単に説明する。
②CDの音声を聞かせる。
③解答を確認させる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

Yukata is usually worn in summertime.
Emily saw yukata for the first time.
Sumo wrestlers in yukata can be seen everywhere 
in Japan.

▶ 解答　1. T    2. T    3. F

　Listen & Choose 

▶ 指導手順

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 時間に余裕があれば，音声スクリプトを使っ
て部分書き取りをさせる。その場合，空白を
設けて単語を補わせる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

1. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by van Gogh.
 A: When was it painted?
 B: It was painted in 1889.
2. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by Claude Monet.
 A: What’s the name of this picture?
 B: It’s called Water Lilies.
3. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by da Vinci.
 A: What was it painted with?
 B: It was painted with oil paints.

▶ 解答　A. 1　　B. 3　　C. 2

▶ 部分書き取りの例
1. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by van Gogh.
 A: When was it (　　　　)?
 B: It was (　　　　) in 1889.
2. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by Claude Monet.
 A: What’s the name of this (　　　　)?
 B: It’s (　　　　) Water Lilies.
3. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by da Vinci.
 A: What was it (　　　　) with?
 B: It was (　　　　) with (　　　　) paints.

▶ 聞き取りのヒントの表現例
1. The name van Gogh is usually called「ゴッ
ホ」in Japan.

2. The name Water Lilies is known as「スイレ
ン」in Japan.

3. The p ic ture pa in ted by da Vinc i i s 
displayed in the Louvre Museum in Paris.  
Have you ever seen it?

例

2-1
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Lesson 6
What Is This Called? 

（教科書 p. 38）

　冒頭写真

▶ 指導手順
① あいさつで授業開きを行う。
② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

▶ 発問例
・Where do you think these two girls are?
・What do you think they are doing?
・What do you think they are having?
・What do you think they are looking at?

▶ 参考語句
regular day 「ふだんの日」，special day「特別な日」，
describe「言葉で説明する」，light blue「みず色の」，
summer festival「夏祭り」，starch syrup「水飴」

▶ 対話例
〈Fact-finding〉

T: What kind of kimono are these girls wearing?
S: They are wearing yukata.
T: Does this picture tell us about one of their 

regular days?
S: It must be about some special day.
T: Why do you think so?
S: Because those girls are in colorful yukata.  

Girls wear them on special day in summer.
〈Story-making〉
T: Can you describe the two girls in yukata?
S: OK.  The girl on the left is in a light blue 

yukata, and the girl on the left is in a pink 
one. They are having starch syrup.

T: What can you find about them?
S: I think the Japanese girl is taking the 

international girl to a summer festival. They 
are having a good time.

　Model Dialogue           ] 2-2, 3 ]

▶ 指導手順
① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラス・リー
ディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさせる。
⑥ 時間に余裕があれば，モデル文について，英
語でQ&Aを行う。

▶ 発問例
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?
・ Who wears yukatas in their daily lives?
・ Where can sumo wrestlers in yukata be seen?
・ Who did Sakura see on their bikes yesterday?

▶ 対話例
T: Turn to page 38.  Look at the Model Dialogue.  

Emily is asking Sakura about something she 
found.  What did Emily find?

S: (She found) A kind of kimono.
T: I see.  Does she know what it is called?
S: No, she doesn’t.  So she asks Sakura.
T: How does Sakura explain it to Emily?
S: Sakura says that the kimono is called a 

yukata.  It is usually worn in summertime.  
Japanese people usually don’t wear yukata.

T: What information surprised Emily?
S: Sumo wrestlers wear yukata in their daily 

lives, and Sakura saw them on their bikes.

▶ 語句・語法解説
2. usually　used to talk about what happens 

on most occasions or in most situations 
(LDCE第5版 )

 Women usually live longer than men.
6. maybe 「ひょっとすると」
 「不確実」な事態を暗示しているので，確実性
の高さを暗示するprobablyと混同しないよ
うに注意させる。類義語として，perhapsが
ある。《米》ではmaybeが多用される。

8-9. I saw them on their bikes 「彼らが自転車
に乗っているのを見た」

 them on their bikesの部分が動詞を欠いた
小節（small clause）となっており，知覚動詞
seeはこの小節全体を目的語としている。

 同じ構文をとる動詞（群）として，hear，feel，
watch，notice，observe，perceive，listen 
to，look atなどがある。

　True or False        　　　 ] 2-4]

▶ 指導手順
①活動の目的を簡単に説明する。
②CDの音声を聞かせる。
③解答を確認させる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

Yukata is usually worn in summertime.
Emily saw yukata for the first time.
Sumo wrestlers in yukata can be seen everywhere 
in Japan.

▶ 解答　1. T    2. T    3. F

　Listen & Choose 

▶ 指導手順

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 時間に余裕があれば，音声スクリプトを使っ
て部分書き取りをさせる。その場合，空白を
設けて単語を補わせる。

▶ 音声スクリプト　 2-5

1. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by van Gogh.
 A: When was it painted?
 B: It was painted in 1889.
2. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by Claude Monet.
 A: What’s the name of this picture?
 B: It’s called Water Lilies.
3. A: Who was this picture painted by?
 B: It was painted by da Vinci.
 A: What was it painted with?
 B: It was painted with oil paints.

▶ 解答　A. 1　　B. 3　　C. 2

▶ 部分書き取りの例
1. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by van Gogh.
 A: When was it (　　　　)?
 B: It was (　　　　) in 1889.
2. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by Claude Monet.
 A: What’s the name of this (　　　　)?
 B: It’s (　　　　) Water Lilies.
3. A: Who was this picture (　　　　) by?
 B: It was (　　　　) by da Vinci.
 A: What was it (　　　　) with?
 B: It was (　　　　) with (　　　　) paints.

▶ 聞き取りのヒントの表現例
1. The name van Gogh is usually called「ゴッ
ホ」in Japan.

2. The name Water Lilies is known as「スイレ
ン」in Japan.

3. The p ic ture pa in ted by da Vinc i i s 
displayed in the Louvre Museum in Paris.  
Have you ever seen it?

例

2-1
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Lesson 6 教科書 p. 39

3. 「使う」という意味の英単語はuseである。
動詞useの過去分詞はusedとなる。助動詞
mustの否定形と一緒に用いられることで，
「～してはいけない」という「禁止」の意味が
加わる。

 Cellphones and computers must not be 
used when airplanes take off. 

　Grammar & Focus C　    2-7  

▶ 指導手順
① be以外の前置詞が使われる場合について，簡
単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　受け身の文にはしばしば前置詞by（～によっ
て）が使用されることがあるが，by以外の前置詞
が使われる場合も多い。

▶ 語句解説
1.  be covered with … は「…でおおわれる」と
いう意味を表す。この場合のwithは道路 (the 
road)が何でおおわれているのか，その内容
（snow）を示している。

 My heart is filled with happiness.
2.  be surprised at … は「…を見て驚く」という意
味を表す。この場合のatは「～を見て」「～を聞
いて」などの意味で用いられている

 We were disappointed at his bad manners.
3.  be made of …は「…で作られている」という
意味を表す。この場合のofは日本の伝統的家
屋が作られている材料を示している。ここで
は，made of ～ あるいは made from ～ のいず
れを用いるのかについても触れておきたい。材
料が変化していなくて目で確認できればofを，
材料が変化していて目で確認できなければ（原
料から作られるというニュアンスの場合）from
を用いる。

 This dress is made of cotton.　（材料）
 cf. Tofu is made from soybeans.　（原料）

　なお，housesの発音は /háuziz/となる。

　Try　　　　　　　　　　   2-8  

▶ 指導手順
① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

▶ 指導のポイント
　括弧内に入る動詞を適切な形にかえて英文を
完成させると同時に，Grammar in Focus A, B, 
Cで学習したポイントを再確認させる。
　 Plum blossoms were (     ) by people before 

the Edo period.
　動詞 like（好む）の過去分詞は規則活用で liked
である。by …は「…によって」を意味する。
The kanji of the year was (      ) at Kiyomizu-
dera Temple.
　動詞writeの過去分詞は不規則活用でwritten
となる。
What is amazake (      ) from?
　動詞makeの過去分詞は不規則活用でmadeと
なる。甘酒からは材料が目で確認しにくいため
fromが用いられている。
　School rules must be (      ) in any case.
　動詞 followの過去分詞は規則活用で followed
である。助動詞mustと一緒に用いられることで
「～しなければならない」という「義務」の意味が
加わる。

▶ 解答　
1. liked  2. written  3. made  4. followed

例

（教科書 p. 39）

　Grammar & Focus A　　   2-5  

▶ 指導手順
① 受け身の基本的な意味と形式について簡単に
説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　例文を通して，受け身文の基本的な意味（～が
…される）と形式（be動詞＋動詞の過去分詞）を
確認するのがねらいである。特に，当該の動詞が
規則活用をするのか，それとも不規則活用をする
のかを判断して，適切な形式を使用できることを
定着させたい。Model Dialogueでは，
　A yukata is usually worn in summertime.
とある。ここでwornは不規則活用の動詞wear
（着る）の過去分詞であることを確認させる。

▶ 例文解説

1.  playは規則活用の動詞であり，過去分詞は
playedである。前置詞句by …は「…によって」
を意味する。
参考： hundreds of ～（何百という～），

thousands of ～（何千という～）
 This picture was painted by my uncle.
2.  built は不規則活用の動詞build（建設する）の
過去分詞である。

 English is spoken all over the world.
3.  injure（傷つける）は規則活用の動詞であり，
過去分詞は injuredである。be injuredで「傷つ
けられる」→「けがをする」という意味になる。

 His dog was killed in a traffic accident.

　Grammar & Focus B　    2-6  

▶ 指導手順
① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説明する。
② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　〈助動詞＋be動詞＋動詞の過去分詞〉の形で，
受け身に助動詞の持つ意味合いが付加されるこ
とを扱う。Model Dialogueでは，
　 Sumo  wrestlers  in  yukata  can  be  seen 

around Ryogoku.
となっている。助動詞canと一緒に用いられるこ
とで，「可能」の意味が加わることを確認させる。

▶ 語句解説
1. 特定の楽器を「演奏する」というとき，動詞

playを用いる。助動詞canの後には〈be動詞
の原形＋動詞の過去分詞〉がくる。また，楽器
の名詞の前には必ず定冠詞 theを伴う。

 Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 
days.

2. 「会合を開く」を英語ではhold a meetingと
いう。動詞holdの過去分詞は不規則活用で
heldとなる。助動詞willと一緒に用いられる
ことで「未来」の意味が加わる。

 The game will be postponed if it rains.

例

例

例

例

例

例

例

例
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3. 「使う」という意味の英単語は useである。
動詞useの過去分詞はusedとなる。助動詞
mustの否定形と一緒に用いられることで，
「～してはいけない」という「禁止」の意味が
加わる。

 Cellphones and computers must not be 
used when airplanes take off. 

　Grammar & Focus C　    2-7  

▶ 指導手順
① be以外の前置詞が使われる場合について，簡
単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　受け身の文にはしばしば前置詞by（～によっ
て）が使用されることがあるが，by以外の前置詞
が使われる場合も多い。

▶ 語句解説
1.  be covered with … は「…でおおわれる」と
いう意味を表す。この場合のwithは道路 (the 
road)が何でおおわれているのか，その内容
（snow）を示している。

 My heart is filled with happiness.
2.  be surprised at … は「…を見て驚く」という意
味を表す。この場合のatは「～を見て」「～を聞
いて」などの意味で用いられている

 We were disappointed at his bad manners.
3.  be made of …は「…で作られている」という
意味を表す。この場合のofは日本の伝統的家
屋が作られている材料を示している。ここで
は，made of ～ あるいは made from ～ のいず
れを用いるのかについても触れておきたい。材
料が変化していなくて目で確認できればofを，
材料が変化していて目で確認できなければ（原
料から作られるというニュアンスの場合）from
を用いる。

 This dress is made of cotton.　（材料）
 cf. Tofu is made from soybeans.　（原料）

　なお，housesの発音は /háuziz/となる。

　Try　　　　　　　　　　   2-8  

▶ 指導手順
① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

▶ 指導のポイント
　括弧内に入る動詞を適切な形にかえて英文を
完成させると同時に，Grammar in Focus A, B, 
Cで学習したポイントを再確認させる。
　 Plum blossoms were (     ) by people before 

the Edo period.
　動詞 like（好む）の過去分詞は規則活用で liked
である。by …は「…によって」を意味する。
The kanji of the year was (      ) at Kiyomizu-
dera Temple.
　動詞writeの過去分詞は不規則活用でwritten
となる。
What is amazake (      ) from?
　動詞makeの過去分詞は不規則活用でmadeと
なる。甘酒からは材料が目で確認しにくいため
fromが用いられている。
　School rules must be (      ) in any case.
　動詞 followの過去分詞は規則活用で followed
である。助動詞mustと一緒に用いられることで
「～しなければならない」という「義務」の意味が
加わる。

▶ 解答　
1. liked  2. written  3. made  4. followed

例

（教科書 p. 39）

　Grammar & Focus A　　   2-5  

▶ 指導手順
① 受け身の基本的な意味と形式について簡単に
説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　例文を通して，受け身文の基本的な意味（～が
…される）と形式（be動詞＋動詞の過去分詞）を
確認するのがねらいである。特に，当該の動詞が
規則活用をするのか，それとも不規則活用をする
のかを判断して，適切な形式を使用できることを
定着させたい。Model Dialogueでは，
　A yukata is usually worn in summertime.
とある。ここでwornは不規則活用の動詞wear
（着る）の過去分詞であることを確認させる。

▶ 例文解説

1.  playは規則活用の動詞であり，過去分詞は
playedである。前置詞句by …は「…によって」
を意味する。
参考： hundreds of ～（何百という～），

thousands of ～（何千という～）
 This picture was painted by my uncle.
2.  built は不規則活用の動詞build（建設する）の
過去分詞である。

 English is spoken all over the world.
3.  injure（傷つける）は規則活用の動詞であり，
過去分詞は injuredである。be injuredで「傷つ
けられる」→「けがをする」という意味になる。

 His dog was killed in a traffic accident.

　Grammar & Focus B　    2-6  

▶ 指導手順
① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説明する。
② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　〈助動詞＋be動詞＋動詞の過去分詞〉の形で，
受け身に助動詞の持つ意味合いが付加されるこ
とを扱う。Model Dialogueでは，
　 Sumo  wrestlers  in  yukata  can  be  seen 

around Ryogoku.
となっている。助動詞canと一緒に用いられるこ
とで，「可能」の意味が加わることを確認させる。

▶ 語句解説
1. 特定の楽器を「演奏する」というとき，動詞

playを用いる。助動詞canの後には〈be動詞
の原形＋動詞の過去分詞〉がくる。また，楽器
の名詞の前には必ず定冠詞 theを伴う。

 Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 
days.

2. 「会合を開く」を英語ではhold a meetingと
いう。動詞holdの過去分詞は不規則活用で
heldとなる。助動詞willと一緒に用いられる
ことで「未来」の意味が加わる。

 The game will be postponed if it rains.
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例

例

例

例

例

例

例

指導書（解説編）紙面紹介②
簡潔な類似例文を，
すぐに生徒に提示
できます。
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3. 「使う」という意味の英単語はuseである。
動詞useの過去分詞はusedとなる。助動詞
mustの否定形と一緒に用いられることで，
「～してはいけない」という「禁止」の意味が
加わる。

 Cellphones and computers must not be 
used when airplanes take off. 

　Grammar & Focus C　    2-7  

▶ 指導手順
① be以外の前置詞が使われる場合について，簡
単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　受け身の文にはしばしば前置詞by（～によっ
て）が使用されることがあるが，by以外の前置詞
が使われる場合も多い。

▶ 語句解説
1.  be covered with … は「…でおおわれる」と
いう意味を表す。この場合のwithは道路 (the 
road)が何でおおわれているのか，その内容
（snow）を示している。

 My heart is filled with happiness.
2.  be surprised at … は「…を見て驚く」という意
味を表す。この場合のatは「～を見て」「～を聞
いて」などの意味で用いられている

 We were disappointed at his bad manners.
3.  be made of …は「…で作られている」という
意味を表す。この場合のofは日本の伝統的家
屋が作られている材料を示している。ここで
は，made of ～ あるいは made from ～ のいず
れを用いるのかについても触れておきたい。材
料が変化していなくて目で確認できればofを，
材料が変化していて目で確認できなければ（原
料から作られるというニュアンスの場合）from
を用いる。

 This dress is made of cotton.　（材料）
 cf. Tofu is made from soybeans.　（原料）

　なお，housesの発音は /háuziz/となる。

　Try　　　　　　　　　　   2-8  

▶ 指導手順
① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

▶ 指導のポイント
　括弧内に入る動詞を適切な形にかえて英文を
完成させると同時に，Grammar in Focus A, B, 
Cで学習したポイントを再確認させる。
　 Plum blossoms were (     ) by people before 

the Edo period.
　動詞 like（好む）の過去分詞は規則活用で liked
である。by …は「…によって」を意味する。
The kanji of the year was (      ) at Kiyomizu-
dera Temple.
　動詞writeの過去分詞は不規則活用でwritten
となる。
What is amazake (      ) from?
　動詞makeの過去分詞は不規則活用でmadeと
なる。甘酒からは材料が目で確認しにくいため
fromが用いられている。
　School rules must be (      ) in any case.
　動詞 followの過去分詞は規則活用で followed
である。助動詞mustと一緒に用いられることで
「～しなければならない」という「義務」の意味が
加わる。

▶ 解答　
1. liked  2. written  3. made  4. followed

例

（教科書 p. 39）

　Grammar & Focus A　　   2-5  

▶ 指導手順
① 受け身の基本的な意味と形式について簡単に
説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　例文を通して，受け身文の基本的な意味（～が
…される）と形式（be動詞＋動詞の過去分詞）を
確認するのがねらいである。特に，当該の動詞が
規則活用をするのか，それとも不規則活用をする
のかを判断して，適切な形式を使用できることを
定着させたい。Model Dialogueでは，
　A yukata is usually worn in summertime.
とある。ここでwornは不規則活用の動詞wear
（着る）の過去分詞であることを確認させる。

▶ 例文解説

1.  playは規則活用の動詞であり，過去分詞は
playedである。前置詞句by …は「…によって」
を意味する。
参考： hundreds of ～（何百という～），

thousands of ～（何千という～）
 This picture was painted by my uncle.
2.  built は不規則活用の動詞build（建設する）の
過去分詞である。

 English is spoken all over the world.
3.  injure（傷つける）は規則活用の動詞であり，
過去分詞は injuredである。be injuredで「傷つ
けられる」→「けがをする」という意味になる。

 His dog was killed in a traffic accident.

　Grammar & Focus B　    2-6  

▶ 指導手順
① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説明する。
② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　〈助動詞＋be動詞＋動詞の過去分詞〉の形で，
受け身に助動詞の持つ意味合いが付加されるこ
とを扱う。Model Dialogueでは，
　 Sumo  wrestlers  in  yukata  can  be  seen 

around Ryogoku.
となっている。助動詞canと一緒に用いられるこ
とで，「可能」の意味が加わることを確認させる。

▶ 語句解説
1. 特定の楽器を「演奏する」というとき，動詞

playを用いる。助動詞canの後には〈be動詞
の原形＋動詞の過去分詞〉がくる。また，楽器
の名詞の前には必ず定冠詞 theを伴う。

 Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 
days.

2. 「会合を開く」を英語ではhold a meetingと
いう。動詞holdの過去分詞は不規則活用で
heldとなる。助動詞willと一緒に用いられる
ことで「未来」の意味が加わる。

 The game will be postponed if it rains.
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例

例

例

例

例

例

例
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3. 「使う」という意味の英単語は useである。
動詞useの過去分詞はusedとなる。助動詞
mustの否定形と一緒に用いられることで，
「～してはいけない」という「禁止」の意味が
加わる。

 Cellphones and computers must not be 
used when airplanes take off. 

　Grammar & Focus C　    2-7  

▶ 指導手順
① be以外の前置詞が使われる場合について，簡
単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　受け身の文にはしばしば前置詞by（～によっ
て）が使用されることがあるが，by以外の前置詞
が使われる場合も多い。

▶ 語句解説
1.  be covered with … は「…でおおわれる」と
いう意味を表す。この場合のwithは道路 (the 
road)が何でおおわれているのか，その内容
（snow）を示している。

 My heart is filled with happiness.
2.  be surprised at … は「…を見て驚く」という意
味を表す。この場合のatは「～を見て」「～を聞
いて」などの意味で用いられている

 We were disappointed at his bad manners.
3.  be made of …は「…で作られている」という
意味を表す。この場合のofは日本の伝統的家
屋が作られている材料を示している。ここで
は，made of ～ あるいは made from ～ のいず
れを用いるのかについても触れておきたい。材
料が変化していなくて目で確認できればofを，
材料が変化していて目で確認できなければ（原
料から作られるというニュアンスの場合）from
を用いる。

 This dress is made of cotton.　（材料）
 cf. Tofu is made from soybeans.　（原料）

　なお，housesの発音は /háuziz/となる。

　Try　　　　　　　　　　   2-8  

▶ 指導手順
① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

▶ 指導のポイント
　括弧内に入る動詞を適切な形にかえて英文を
完成させると同時に，Grammar in Focus A, B, 
Cで学習したポイントを再確認させる。
　 Plum blossoms were (     ) by people before 

the Edo period.
　動詞 like（好む）の過去分詞は規則活用で liked
である。by …は「…によって」を意味する。
The kanji of the year was (      ) at Kiyomizu-
dera Temple.
　動詞writeの過去分詞は不規則活用でwritten
となる。
What is amazake (      ) from?
　動詞makeの過去分詞は不規則活用でmadeと
なる。甘酒からは材料が目で確認しにくいため
fromが用いられている。
　School rules must be (      ) in any case.
　動詞 followの過去分詞は規則活用で followed
である。助動詞mustと一緒に用いられることで
「～しなければならない」という「義務」の意味が
加わる。

▶ 解答　
1. liked  2. written  3. made  4. followed

例

（教科書 p. 39）

　Grammar & Focus A　　   2-5  

▶ 指導手順
① 受け身の基本的な意味と形式について簡単に
説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　例文を通して，受け身文の基本的な意味（～が
…される）と形式（be動詞＋動詞の過去分詞）を
確認するのがねらいである。特に，当該の動詞が
規則活用をするのか，それとも不規則活用をする
のかを判断して，適切な形式を使用できることを
定着させたい。Model Dialogueでは，
　A yukata is usually worn in summertime.
とある。ここでwornは不規則活用の動詞wear
（着る）の過去分詞であることを確認させる。

▶ 例文解説

1.  playは規則活用の動詞であり，過去分詞は
playedである。前置詞句by …は「…によって」
を意味する。
参考： hundreds of ～（何百という～），

thousands of ～（何千という～）
 This picture was painted by my uncle.
2.  built は不規則活用の動詞build（建設する）の
過去分詞である。

 English is spoken all over the world.
3.  injure（傷つける）は規則活用の動詞であり，
過去分詞は injuredである。be injuredで「傷つ
けられる」→「けがをする」という意味になる。

 His dog was killed in a traffic accident.

　Grammar & Focus B　    2-6  

▶ 指導手順
① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説明する。
② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文について，簡単
な追加の例文を示したり，口頭英作文をさせ
たりする。

▶ 指導のポイント
　〈助動詞＋be動詞＋動詞の過去分詞〉の形で，
受け身に助動詞の持つ意味合いが付加されるこ
とを扱う。Model Dialogueでは，
　 Sumo  wrestlers  in  yukata  can  be  seen 

around Ryogoku.
となっている。助動詞canと一緒に用いられるこ
とで，「可能」の意味が加わることを確認させる。

▶ 語句解説
1. 特定の楽器を「演奏する」というとき，動詞

playを用いる。助動詞canの後には〈be動詞
の原形＋動詞の過去分詞〉がくる。また，楽器
の名詞の前には必ず定冠詞 theを伴う。

 Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 
days.

2. 「会合を開く」を英語ではhold a meetingと
いう。動詞holdの過去分詞は不規則活用で
heldとなる。助動詞willと一緒に用いられる
ことで「未来」の意味が加わる。

 The game will be postponed if it rains.

例

例

例

例

例

例

例

例

17 教出
英 Ⅰ 326

指
導
書
紹
介

49



14 15

指導過程 指導手順 指導上の留意点
冒頭写真	 ① あいさつで授業開きを行う。

② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

② なるべく既習の文型・文法項目を用いる。
③ 特殊疑問文だけでなく，一般疑問文や
選択疑問文も用いるようにする。

Model 
Dialogue

① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラ
ス・リーディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさ
せる。

⑥ 時間に余裕があれば，モデル文につい
て，英語でQ&Aを行う。

③ テンポよく。2回目は生徒に目を閉じさせる。
⑤ ペアでの再生音読練習では，一方の生徒
が教科書本文を音読する。もう一方の生
徒は，教科書を閉じたままで，聞こえて
きた英語をそのまま口頭で再生する。

（⑥の発問例）
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear 

them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?

True or 
False

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。

① Model Dialogueの内容理解の確認の
目的で行う。また，聴解の確認の目的
で上記Model Dialogueの指導手順①
の後に行ってもよい。

Listen & 
Choose

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 音声スクリプトを使って，部分書き取
りをさせる。

④ 「部分書き取りの例」を参考にして，音
声スクリプトのところどころに（　　） 
を設け，音声を聞かせて単語を補わせる。

 必要に応じて，「聞き取りのヒントの
表現例」を参考にして，解答の手がか
りを与えてもよい。

Grammar in 
Focus A

① 受け身の基本的な意味と形式につい
て簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This picture was painted by my uncle.
・ English is spoken all over the world. 
・ His dog was killed in a traffic accident.

Grammar in 
Focus B

① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説
明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 

days.
・ The game will be postponed if it rains.
・ Cellphones and computers must not be 

used when airplanes take off.
Grammar in 
Focus C

① be以外の前置詞が使われる場合につ
いて，簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This room is equipped with computers.
・ We were disappointed at his bad manners.
・ This dress is made of cotton.

Try ① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

・ Grammar in Focus A, B, Cで学習した
ポイントを再確認させる。

指導過程 指導手順 指導上の留意点
Practice
Hop

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Step

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Jump

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Workout
Activity 1

① 教師の後に続けて，会話例を復唱させる。
② 教員と生徒の役割読みで，音読練習を
させる。

③ 生徒同士のペアで，音読練習をさせる。

③ 机間指導をしながら，生徒同士の会話
を支援する。

Workout
Activity 2

① ペアでA.～ D. の会話をさせる。B.と
D.で役割を交代させる。または，クラ
スの中の4人の生徒とA.～ D.の会話
をさせる。

② 特定のペアを指名して，クラスの前や
その場で発表させる。

③ 時間に余裕があれば，会話文を説明文
に変換させ，ノートに書かせる。

・机間指導をしながら，生徒同士の会話を
支援する。

・なるべく，教科書を持たずに会話をする
ように指示する。そのためにも，モデル
会話を黒板に書いておく。

（③の説明文例）
・ 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.

Challenge ① ペアやグループで，知っている日本の
祭りについて話し合い，紹介する祭り
を決定する。

② 紹介するお祭りについて，インター
ネット等で調べる。

③ ペアやグループで検索して得られた
情報をもとに，30語程度の英文にま
とめさせる。

④ いくつかのペアやグループに，作成し
た英文を発表させる。

・机間指導をしながら，生徒の取り組みの
支援を行う。
② 著作権への配慮から，参照したインター
ネットサイトの「サイト名」や「URL」（図
書等を参照した場合はその出典）を記
録しておくように指導する。授業時に
インターネットが使用できない環境で
あれば，休み時間や放課後等に校内の
コンピュータ教室や図書室等にて調べ
るよう指示する。

③ 教科書の例をもとに書かせる。時間が
なければ宿題にしてもよい。

本課授業案例     What Is This Called?   を例にとって Lesson 6

【2 時間目】【1 時間目】
1課2時間，JTE単独の場合
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指導過程 指導手順 指導上の留意点
冒頭写真	 ① あいさつで授業開きを行う。

② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

② なるべく既習の文型・文法項目を用いる。
③ 特殊疑問文だけでなく，一般疑問文や
選択疑問文も用いるようにする。

Model 
Dialogue

① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラ
ス・リーディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさ
せる。

⑥ 時間に余裕があれば，モデル文につい
て，英語でQ&Aを行う。

③ テンポよく。2回目は生徒に目を閉じさせる。
⑤ ペアでの再生音読練習では，一方の生徒
が教科書本文を音読する。もう一方の生
徒は，教科書を閉じたままで，聞こえて
きた英語をそのまま口頭で再生する。

（⑥の発問例）
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear 

them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?

True or 
False

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。

① Model Dialogueの内容理解の確認の
目的で行う。また，聴解の確認の目的
で上記Model Dialogueの指導手順①
の後に行ってもよい。

Listen & 
Choose

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 音声スクリプトを使って，部分書き取
りをさせる。

④ 「部分書き取りの例」を参考にして，音
声スクリプトのところどころに（　　） 
を設け，音声を聞かせて単語を補わせる。

 必要に応じて，「聞き取りのヒントの
表現例」を参考にして，解答の手がか
りを与えてもよい。

Grammar in 
Focus A

① 受け身の基本的な意味と形式につい
て簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This picture was painted by my uncle.
・ English is spoken all over the world. 
・ His dog was killed in a traffic accident.

Grammar in 
Focus B

① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説
明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 

days.
・ The game will be postponed if it rains.
・ Cellphones and computers must not be 

used when airplanes take off.
Grammar in 
Focus C

① be以外の前置詞が使われる場合につ
いて，簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This room is equipped with computers.
・ We were disappointed at his bad manners.
・ This dress is made of cotton.

Try ① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

・ Grammar in Focus A, B, Cで学習した
ポイントを再確認させる。

指導過程 指導手順 指導上の留意点
Practice
Hop

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Step

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Jump

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Workout
Activity 1

① 教師の後に続けて，会話例を復唱させる。
② 教員と生徒の役割読みで，音読練習を
させる。

③ 生徒同士のペアで，音読練習をさせる。

③ 机間指導をしながら，生徒同士の会話
を支援する。

Workout
Activity 2

① ペアでA.～ D. の会話をさせる。B.と
D.で役割を交代させる。または，クラ
スの中の4人の生徒とA.～ D.の会話
をさせる。

② 特定のペアを指名して，クラスの前や
その場で発表させる。

③ 時間に余裕があれば，会話文を説明文
に変換させ，ノートに書かせる。

・机間指導をしながら，生徒同士の会話を
支援する。

・なるべく，教科書を持たずに会話をする
ように指示する。そのためにも，モデル
会話を黒板に書いておく。

（③の説明文例）
・ 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.

Challenge ① ペアやグループで，知っている日本の
祭りについて話し合い，紹介する祭り
を決定する。

② 紹介するお祭りについて，インター
ネット等で調べる。

③ ペアやグループで検索して得られた
情報をもとに，30語程度の英文にま
とめさせる。

④ いくつかのペアやグループに，作成し
た英文を発表させる。

・机間指導をしながら，生徒の取り組みの
支援を行う。
② 著作権への配慮から，参照したインター
ネットサイトの「サイト名」や「URL」（図
書等を参照した場合はその出典）を記
録しておくように指導する。授業時に
インターネットが使用できない環境で
あれば，休み時間や放課後等に校内の
コンピュータ教室や図書室等にて調べ
るよう指示する。

③ 教科書の例をもとに書かせる。時間が
なければ宿題にしてもよい。

本課授業案例     What Is This Called?   を例にとって Lesson 6

【2 時間目】【1 時間目】
1課2時間，JTE単独の場合

指導書（解説編）紙面紹介③

導入・提示・定着・
発信までの手順を，
丁寧に紹介
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14 15

指導過程 指導手順 指導上の留意点
冒頭写真	 ① あいさつで授業開きを行う。

② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

② なるべく既習の文型・文法項目を用いる。
③ 特殊疑問文だけでなく，一般疑問文や
選択疑問文も用いるようにする。

Model 
Dialogue

① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラ
ス・リーディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさ
せる。

⑥ 時間に余裕があれば，モデル文につい
て，英語でQ&Aを行う。

③ テンポよく。2回目は生徒に目を閉じさせる。
⑤ ペアでの再生音読練習では，一方の生徒
が教科書本文を音読する。もう一方の生
徒は，教科書を閉じたままで，聞こえて
きた英語をそのまま口頭で再生する。

（⑥の発問例）
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear 

them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?

True or 
False

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。

① Model Dialogueの内容理解の確認の
目的で行う。また，聴解の確認の目的
で上記Model Dialogueの指導手順①
の後に行ってもよい。

Listen & 
Choose

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 音声スクリプトを使って，部分書き取
りをさせる。

④ 「部分書き取りの例」を参考にして，音
声スクリプトのところどころに（　　） 
を設け，音声を聞かせて単語を補わせる。

 必要に応じて，「聞き取りのヒントの
表現例」を参考にして，解答の手がか
りを与えてもよい。

Grammar in 
Focus A

① 受け身の基本的な意味と形式につい
て簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This picture was painted by my uncle.
・ English is spoken all over the world. 
・ His dog was killed in a traffic accident.

Grammar in 
Focus B

① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説
明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 

days.
・ The game will be postponed if it rains.
・ Cellphones and computers must not be 

used when airplanes take off.
Grammar in 
Focus C

① be以外の前置詞が使われる場合につ
いて，簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This room is equipped with computers.
・ We were disappointed at his bad manners.
・ This dress is made of cotton.

Try ① 練習問題の説明をする。
② 練習問題を行わせる。
③ 答えを確認する。

・ Grammar in Focus A, B, Cで学習した
ポイントを再確認させる。

指導過程 指導手順 指導上の留意点
Practice
Hop

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Step

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Practice
Jump

① 教科書の指示文にしたがい問題を解く。
② 生徒を指名して，答えを確認する。
③ できれば，正解のコーラス・リーディ
ングをさせる。

① この間，机間指導を行う。問題を前時の
復習として宿題とし，授業では指導手
順②からはじめてもよい。

Workout
Activity 1

① 教師の後に続けて，会話例を復唱させる。
② 教員と生徒の役割読みで，音読練習を
させる。

③ 生徒同士のペアで，音読練習をさせる。

③ 机間指導をしながら，生徒同士の会話
を支援する。

Workout
Activity 2

① ペアでA.～ D. の会話をさせる。B.と
D.で役割を交代させる。または，クラ
スの中の4人の生徒とA.～ D.の会話
をさせる。

② 特定のペアを指名して，クラスの前や
その場で発表させる。

③ 時間に余裕があれば，会話文を説明文
に変換させ，ノートに書かせる。

・机間指導をしながら，生徒同士の会話を
支援する。

・なるべく，教科書を持たずに会話をする
ように指示する。そのためにも，モデル
会話を黒板に書いておく。

（③の説明文例）
・ 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.

Challenge ① ペアやグループで，知っている日本の
祭りについて話し合い，紹介する祭り
を決定する。

② 紹介するお祭りについて，インター
ネット等で調べる。

③ ペアやグループで検索して得られた
情報をもとに，30語程度の英文にま
とめさせる。

④ いくつかのペアやグループに，作成し
た英文を発表させる。

・机間指導をしながら，生徒の取り組みの
支援を行う。
② 著作権への配慮から，参照したインター
ネットサイトの「サイト名」や「URL」（図
書等を参照した場合はその出典）を記
録しておくように指導する。授業時に
インターネットが使用できない環境で
あれば，休み時間や放課後等に校内の
コンピュータ教室や図書室等にて調べ
るよう指示する。

③ 教科書の例をもとに書かせる。時間が
なければ宿題にしてもよい。

本課授業案例     What Is This Called?   を例にとって Lesson 6

【2 時間目】【1 時間目】
1課2時間，JTE単独の場合
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指導過程 指導手順 指導上の留意点
冒頭写真	 ① あいさつで授業開きを行う。

② 写真について，簡単な英語で説明する。
③ 写真について，Q&Aを行う。

② なるべく既習の文型・文法項目を用いる。
③ 特殊疑問文だけでなく，一般疑問文や
選択疑問文も用いるようにする。

Model 
Dialogue

① CDでモデル文を聞かせる。
② 重要表現を確認させる。
③ 教師の後に続けて，モデル文のコーラ
ス・リーディングを2回行わせる。

④ 教師と生徒での役割読みを行う。
⑤ 生徒同士のペアで再生音読練習をさ
せる。

⑥ 時間に余裕があれば，モデル文につい
て，英語でQ&Aを行う。

③ テンポよく。2回目は生徒に目を閉じさせる。
⑤ ペアでの再生音読練習では，一方の生徒
が教科書本文を音読する。もう一方の生
徒は，教科書を閉じたままで，聞こえて
きた英語をそのまま口頭で再生する。

（⑥の発問例）
・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually wear 

them?
・ Is a yukata worn in daily life in Japan?

True or 
False

① 活動の目的を簡単に説明する。
② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。

① Model Dialogueの内容理解の確認の
目的で行う。また，聴解の確認の目的
で上記Model Dialogueの指導手順①
の後に行ってもよい。

Listen & 
Choose
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② CDの音声を聞かせる。
③ 解答を確認させる。
④ 音声スクリプトを使って，部分書き取
りをさせる。

④ 「部分書き取りの例」を参考にして，音
声スクリプトのところどころに（　　） 
を設け，音声を聞かせて単語を補わせる。

 必要に応じて，「聞き取りのヒントの
表現例」を参考にして，解答の手がか
りを与えてもよい。

Grammar in 
Focus A

① 受け身の基本的な意味と形式につい
て簡単に説明する。

② 例文の意味と形式を確認する。
③ 時間に余裕があれば，各例文につい
て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。

（③の例）
・ This picture was painted by my uncle.
・ English is spoken all over the world. 
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Grammar in 
Focus B

① 〈助動詞＋受け身〉について，簡単に説
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て，簡単な追加の例文を示したり，口
頭英作文をさせたりする。
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指導過程 指導手順 指導上の留意点
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Extra Reference

2時間版

 Lesson 6  本課 Team Teaching 指導案例

The First Period

◆ Vocabulary Check
Preparation: flash card of each word or phrase
  wear-wore-worn / summertime / in their daily lives / maybe / sumo wrestlers /
  sumo wrestlers in yukata / on their bikes / No kidding!
Procedure:

(1) Show flash cards and ask students the meaning of each word.
(2) Students can answer in English or in gestures.  If it is difficult, Japanese is permitted.

◆ Main Activity (2) 
Aim: To get used to the passive form
Preparation: pictures
 1. yokan  2. sensu  3. shakuhachi  4. sembei  5. Awa Odori  
 6. Yosakoi Matsuri  7. Nebuta Matsuri  8. tsugaru-jamisen 
Procedure:

(1) ALT explains the procedure.
 ① Make a circle of up to 10 students.
 ② ALT gives one of the pictures to student A of the 10 students.
 ③ Student A pretends to eat, fan, play, dance, etc. to indicate what the picture is.
 ④ Student B says to student A, “ What a beautiful ～ !  What is it called?” .
 ⑤ Student A:  It is called～ .  It is (usually) worn/used/played/seen/found/sold/etc. in/at/when～ .
(2) Before beginning the practice, ALT asks the whole class, “ What is it called?” .
(3) Model demonstration between ALT and JTE
(4) Students’ activities
 1. B: What beautiful sweets!  What is it called?
 A:  It is called yokan.  It is usually sold at Japanese sweet shops.
2. B: What a beautiful fan!  What is it called?
 A: It is called sensu.  It is usually used when it is hot.
3. B: What an interesting instrument!  What is it called?
 A: It is called shakuhachi.  It is usually played in traditional music performances of Japan.
4. B: What an interesting cracker!   What is it called?
 A: It is called sembei.  It is usually eaten between meals.
5. B: What an interesting festival!  What is it called?
 A: It is called Awa Odori.  It is seen in Tokushima.
6. B: What an interesting festival!  What is it called?
 A:  It is called Yosakoi Matsuri.   It is seen in Kochi.
7. B: What a beautiful festival!  What is it called?
 A:  It is called Nebuta Matsuri.  It is seen in Aomori.
8. B: What an interesting instrument!  What is it called?
 A:  It is called the tsugaru-jamisen.  It is usually played in traditional music performances of      

Japan.

Minutes Phase JTE role ALT role
0-5 1. Introduction Write today’s activity on the 

blackboard.
Explain today’s activity in English.

5-10 2. Warming Up Have students open the textbook 
to page 38.

Ask JTE and students about the 
picture on page 38.
・ T h e y a r e w e a r i n g b e a u t i f u l 

clothes?
・ What it is called?
・ When is it usually worn?

10-15 3. Vocabulary 
Check 

(1) Prepare flash cards.
(2)  Check the meaning of each 

word.

Lead the class according to the 
“Extra Reference” on the right page.

15-25 4. Main Activity 
(1)

(1)  Have students listen to the 
“Model Dialogue” read by 
ALT.

(2)  Have students
① repeat after ALT.
② reci te (showing f lash 

cards).: first in unison, then 
each student individually.

(1) Read “Model Dialogue” on page 
38.

(2) Ask students some questions 
about the dialogue.

・ Is a yukata one type of a kimono?
・ When do Japanese people usually 

wear them?
・  Is a yukata worn in daily life in 

Japan?
・  Who wears yukatas in their daily 

lives?
・  Where can sumo wrestlers in 

yukata be seen?
・  Who did Sakura see on their bikes 

yesterday?
(3) Read “Model Dialogue” for 

students to repeat and recite.
35-40 5. Main Activity 

(2)
(1) Prepare flash cards.
(2)  Write the dialogue pattern on 

the blackboard

Lead the class according to the 
“Extra Reference” on the right page.

40-45 6. Closing Prepare flash cards Warming up dialogue with some 
students to consolidate

The First Period Extra Reference
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整理しました　　　　　

※全課分 HPにアップされています。
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	 次の日本語に合うように，（　　　）内の語を並べかえましょう。（各4点）

(1) あなたの声が，隣の部屋から聞こえてきました。
 Your voice ( from / heard / next / room / the / was ).
  

(2) 私の電子辞書は，できるだけ早く修理されるべきです。
 My ( be / dictionary / electronic / repaired / should ) as soon as possible.
  

(3) 今夜は，満月がはっきりと見えるでしょう。
 A full moon ( be / clearly / seen / tonight / will ).
  

(4) このレストランでは，すべての朝食にコーヒーか紅茶がついています。
 All morning meals ( are / coffee / or / served / tea / with ) in this restaurant.
  

	 次の英語を，日本語に直しましょう。（各5点）

(1) This open land is owned by my uncle.
  

(2) More details about the schedule can be obtained from him. ( details：詳細 )
  

(3) Baseball was brought into Japan first in the Meiji era.
  

(4) The final decision must be made in a few days.
  

	 次の日本語を，（　　　）内の語句を用いて英語に直しましょう。（各6点）

(1) 来月までに，すべてが準備されるでしょう。( prepare )
  

(2) その雑誌は，年に2回発行されます。( issue )
  

(3) 答案用紙を提出する前に，すべての答えが確認されるべきです。( the answer sheet )
  

(4) その教室は，使用後に清掃されなければなりません。( clean )
  

3

4

5

評価問題（標準） 受け身  What Is This Called?Lesson 6

Class No. Name / 100

	 次の日本語に合うように，（　　　）に入る語句を，下の記号から選びましょう。（各4点）

(1) 私たちのネコは，家族全員から愛されています。
 Our cat (　　　　　) loved by everyone in my family.
 a. am b. is c. was d. were

(2) あの灯台は，30年前に建てられました。
 That lighthouse was (　　　　　) 30 years ago.
 a. build b. building c. builds d. built

(3) この絵は，8月末までに完成させなければなりません。
 This painting (　　　　　) be completed by the end of August.
 a. can b. should c. may d. must

(4) 私たちは，ミナの誕生日パーティーに招待されるでしょう。
 We will (　　　　　) invited to Mina’s birthday party.
 a. are b. be c. is d. were

(5) 彼の部屋はエアコンが設置されています。
 His room is (　　　　　) with an air conditioner.
 a. equip b. equipping c. equipped d. equips

	 次の英語に合うように，（　　　）に日本語を入れましょう。（各4点）

(1) This drink is made from milk.
 この飲み物は，（    ）。

(2) The next meeting will be arranged for the day after tomorrow.
 次の会議は，（    ）。

(3) My computer was broken yesterday.
 昨日，私の（    ）。

(4) This homework should be done by next Wednesday.
 この宿題は，（    ）。

(5) This house was built by my great-grandfather 50 years ago.
 この家は，50年前に（  ）。

1

2

12

	 次の英語を，日本語に直しましょう。（各6点）

(1) Your seatbelt must be fastened when you ride in a car.
  

(2) This computer is taken care of by that librarian.
  

(3) Your voice cannot be heard from this position.
  

(4) verything was finished earlier than we had expected.
  

(5) The school emblem is printed on our school uniform.
  

	 次の日本語を，英語に直しましょう。（各6点）

(1) この傘は，あなたのかばんに収めて持ち運べます。
  

(2) この部屋での飲食は，禁止されています。(禁止する：prohibit )
  

(3) あなたの好みに合わせて，スープに塩を加えるべきです。
  

(4) 外出するときは，貴重品は金庫に保管されなければなりません。(貴重品：valuables )
  

(5) 彼の最高記録が昨日，中学生に破られました。
  

4

5

	 次の日本語に合うように，下線部に英語を入れましょう。（各3点）

(1) 彼の名前は，みんなに知られています。
 His name     .

(2) そのネコは，飼い主によってモモと名づけられました。
 The cat      by her owner.

(3) この手紙は，来週あなたに届けられるでしょう。
 This letter      next week.

(4) 留守中，私のイヌは妹に世話をされました。
     by my sister when I was not at home.

	 次の英語に合うように，（　　　）に日本語を入れましょう。（各3点）

(1) The temperature is always kept around 20℃ in this room.
 この部屋では，気温が（   ）。

(2) This information must be shared among us.
 この情報は，（    ）。

(3) A convenience store is going to be built at this site.
 コンビニエンスストアが，（   ）。

(4) Her achievement should never be forgotten.
 彼女の功績は，（    ）。

	 次の（　　　）内の語を並べかえて，正しい文を完成しましょう。（各4点）

(1) Nowadays, English ( by / children / elementary / is / learned / many / school ).
  

(2) ( be / brought / cellphones / into / must / not ) this room.
  

(3) This software ( be / can / computer / make / to / used / your ) work faster.
  

(4) Your dog ( be / day / every / should / walked ) for its health.
  

1

2

3

評価問題（発展） 受け身  What Is This Called?Lesson 6

Class No. Name / 100

指導書（評価問題編）紙面紹介 本文と同レベルの
語句・文法を用い
た問題

レベルの違う２種類
の問題が用意されて
います。
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	 次の日本語に合うように，（　　　）内の語を並べかえましょう。（各4点）

(1) あなたの声が，隣の部屋から聞こえてきました。
 Your voice ( from / heard / next / room / the / was ).
  

(2) 私の電子辞書は，できるだけ早く修理されるべきです。
 My ( be / dictionary / electronic / repaired / should ) as soon as possible.
  

(3) 今夜は，満月がはっきりと見えるでしょう。
 A full moon ( be / clearly / seen / tonight / will ).
  

(4) このレストランでは，すべての朝食にコーヒーか紅茶がついています。
 All morning meals ( are / coffee / or / served / tea / with ) in this restaurant.
  

	 次の英語を，日本語に直しましょう。（各5点）

(1) This open land is owned by my uncle.
  

(2) More details about the schedule can be obtained from him. ( details：詳細 )
  

(3) Baseball was brought into Japan first in the Meiji era.
  

(4) The final decision must be made in a few days.
  

	 次の日本語を，（　　　）内の語句を用いて英語に直しましょう。（各6点）

(1) 来月までに，すべてが準備されるでしょう。( prepare )
  

(2) その雑誌は，年に2回発行されます。( issue )
  

(3) 答案用紙を提出する前に，すべての答えが確認されるべきです。( the answer sheet )
  

(4) その教室は，使用後に清掃されなければなりません。( clean )
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	 次の日本語に合うように，（　　　）に入る語句を，下の記号から選びましょう。（各4点）

(1) 私たちのネコは，家族全員から愛されています。
 Our cat (　　　　　) loved by everyone in my family.
 a. am b. is c. was d. were

(2) あの灯台は，30年前に建てられました。
 That lighthouse was (　　　　　) 30 years ago.
 a. build b. building c. builds d. built

(3) この絵は，8月末までに完成させなければなりません。
 This painting (　　　　　) be completed by the end of August.
 a. can b. should c. may d. must

(4) 私たちは，ミナの誕生日パーティーに招待されるでしょう。
 We will (　　　　　) invited to Mina’s birthday party.
 a. are b. be c. is d. were

(5) 彼の部屋はエアコンが設置されています。
 His room is (　　　　　) with an air conditioner.
 a. equip b. equipping c. equipped d. equips

	 次の英語に合うように，（　　　）に日本語を入れましょう。（各4点）

(1) This drink is made from milk.
 この飲み物は，（    ）。

(2) The next meeting will be arranged for the day after tomorrow.
 次の会議は，（    ）。

(3) My computer was broken yesterday.
 昨日，私の（    ）。

(4) This homework should be done by next Wednesday.
 この宿題は，（    ）。

(5) This house was built by my great-grandfather 50 years ago.
 この家は，50年前に（  ）。
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	 次の英語を，日本語に直しましょう。（各6点）

(1) Your seatbelt must be fastened when you ride in a car.
  

(2) This computer is taken care of by that librarian.
  

(3) Your voice cannot be heard from this position.
  

(4) verything was finished earlier than we had expected.
  

(5) The school emblem is printed on our school uniform.
  

	 次の日本語を，英語に直しましょう。（各6点）

(1) この傘は，あなたのかばんに収めて持ち運べます。
  

(2) この部屋での飲食は，禁止されています。(禁止する：prohibit )
  

(3) あなたの好みに合わせて，スープに塩を加えるべきです。
  

(4) 外出するときは，貴重品は金庫に保管されなければなりません。(貴重品：valuables )
  

(5) 彼の最高記録が昨日，中学生に破られました。
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	 次の日本語に合うように，下線部に英語を入れましょう。（各3点）

(1) 彼の名前は，みんなに知られています。
 His name     .

(2) そのネコは，飼い主によってモモと名づけられました。
 The cat      by her owner.

(3) この手紙は，来週あなたに届けられるでしょう。
 This letter      next week.

(4) 留守中，私のイヌは妹に世話をされました。
     by my sister when I was not at home.

	 次の英語に合うように，（　　　）に日本語を入れましょう。（各3点）

(1) The temperature is always kept around 20℃ in this room.
 この部屋では，気温が（   ）。

(2) This information must be shared among us.
 この情報は，（    ）。

(3) A convenience store is going to be built at this site.
 コンビニエンスストアが，（   ）。

(4) Her achievement should never be forgotten.
 彼女の功績は，（    ）。

	 次の（　　　）内の語を並べかえて，正しい文を完成しましょう。（各4点）

(1) Nowadays, English ( by / children / elementary / is / learned / many / school ).
  

(2) ( be / brought / cellphones / into / must / not ) this room.
  

(3) This software ( be / can / computer / make / to / used / your ) work faster.
  

(4) Your dog ( be / day / every / should / walked ) for its health.
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