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文法事項を復習します

スムーズな橋渡し
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英 Ⅰ 326

中学の復習から，
無理なく高校の 
文法事項へと導入

中学の復習の最後 
に，「文のつながり」
を学習

時制の復習の中で，
過去完了を導入

ほとんどの文法が 
中学で学習済み
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Excuse me.

How do you spell 
that word?

What does it say 
on the board?

I don’t understand the question.

I don’t know the answer.

What does 
this word mean?

I have a question.

Could you speak more slowly?

How do you say seifuku in English? How do you pronounce this word?

Could you say that again?

I beg your pardon?

Englis
hEnglis
h

先生が使う表現 生徒が使う表現

生徒が使う表現

Look up the word in the dictionary.   
（辞書でその単語を引きなさい。）

Get into pairs [groups of three].   
（ペア［3人のグループ］を組みなさい。）

Let’s check the answer.    
（答えを確かめましょう。）

The last student in each line, 
collect the papers. 
（列の最後の人，プリントを集めなさい。）

I’ll take the part of A. 
Please take the part of B.   

I think the answer is B. 
What do you think?

Sure.
I agree with you.

ペアワークやグループワークのとき

Classroom English

Open your textbook to page 10. 
（教科書10ページを開きなさい。）

役割を決めるとき 答えを確かめ合うとき

注意を引くとき ゆっくり話してほしいとき

繰り返して言ってほしいとき
質問があるとき

英語で何と言うか聞くとき

単語の綴
つづ
りを聞くとき

単語の意味を聞くとき 質問の意味がわからないとき

質問の答えがわからないとき

単語の意味を聞くとき

単語の読み方を聞くとき

May I ask 
a question?
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（教科書10ページを開きなさい。）

役割を決めるとき 答えを確かめ合うとき

注意を引くとき ゆっくり話してほしいとき

繰り返して言ってほしいとき
質問があるとき

英語で何と言うか聞くとき

単語の綴
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りを聞くとき

単語の意味を聞くとき 質問の意味がわからないとき
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辞書の引き方

品詞に関連して辞書でよく使われる記号

A.  辞書で次の語を引くとき，どの順に出てきますか。出てくる順に数字を書きましょう。

1. (        ) apple (        ) air (        )  place

2. (        ) land (        ) road (        )  park

B.  次の5つの語の意味を辞書で調べ，かかった時間を書きましょう。

1. association (　　　　　　　　) 2. encourage (　　　　　　　　)

3. philosophy (　　　　　　　　) 4. stomach (　　　　　　　　)

5. voyage (　　　　　　　　)           分            秒

C.  次の5つの連語の意味を辞書で調べ，かかった時間を書きましょう。

1. carry on (　　　　　　　　) 2. give in (　　　　　　　　)

3. hand in (　　　　　　　　) 4. look after (　　　　　　　　)

5. put off (　　　　　　　　)           分            秒

D.  下線部の語の意味を辞書で調べましょう。

1. I will play the piano for you.  (                                 )

 I went to a play with my mother.  (                                 )

2. I bought two bottles of water at the store.  (                                 )

 I have to water the flowers in the garden.  (                                 )

3. Michael put all his money in the bank.  (                                 )

 Some people are sitting on the banks of the river. (                                 )

　紙の辞書の仕組みや引き方に慣れたら，電子辞書を
使ってみてもいいかもしれません。電子辞書は紙の辞書
に比べて手軽に引くことができますし，中には単語など
の発音を聞くことができるものもあります。一方で，電
子辞書は画面に表示できる範囲が小さいので，調べてい
る単語のさまざまな意味や用法，関連語などを一覧する
ことができず，見逃してしまう可能性もあります。また，連語や例文を見るために，「連
語」「用例」などと書かれたキーを押したり，画面で選んだりする必要があります。

名 名詞
C 可算名詞（複数形がある名詞）  〔例〕orange, cat, pen  など

U 不可算名詞（複数形がない名詞）  〔例〕fi re, health, power  など

代 代名詞

動 動詞
自 自動詞（目的語をとらない動詞）  〔例〕come, move（動く）, run（走る）

他 他動詞（目的語をとる動詞）  〔例〕catch, have, move（動かす）

助 助動詞 形 形容詞 副 副詞 前 前置詞 接 接続詞 冠 冠詞 間 間投詞

G

grow /gróu/ 　　(～s/-z/; grew/grú\/, grown/gróun/; ～· ing)

－　　成長する，育つ，生える；～の状態になる｜The tree ～s fast. 

その木は早く成長する。 / Their business grew big. 彼らの事業は大

きく発展した。

－　　～を育てる，栽培する，産出する｜This part of the country 

～s oranges. この地方はオレンジの産地だ。

grów ínto　大きくなって～になる｜The village grew into a town.

その村は大きくなって町になった。

grów úp　成長する，大人になる｜What do you want to be when 

you ～ up? 　大人になったら，何になりたいですか。

動

自

他

用例

意味

つめ見出し

連語

見出し語
単語はアルファベット順
に，原形で載っています。

品詞
発音記号のあとに示され，動詞や
名詞などの区別を表します。 語形変化

見出し語の使われている部分が「～」や斜字体で示されています。

発音記号

電子辞書について

Exercises

後送後送
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1  英語の発音と息づかい
英語の発音では，日本語と比べてたくさんの息を使います。
右の絵のように顔の前に一枚の紙を手で持ちます。その状態で 
pet と発音します。紙が揺れましたか。今度はpetとささやい
てください。それでも紙が揺れれば合格です。

2  音節とアクセント
英語単語を発音するときには，音節の数を意識しながら，強勢が置かれている音節を強く長く

発音しましょう。 たとえば，sandwichは  と発音します。では，次の単語がどのパターン
にあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 　2. 　3. 　4. 　5. 

（ア） control （イ） future （ウ） Japanese （エ） library （オ） popular
（カ） station （キ） surprise （ク） umbrella （ケ） understand （コ） vacation

3  英文も単語のように発音
英文を発音するときも，単語を発音するときのように，なるべくひとつの息で，強勢が置かれ
る部分を強く長く発音しましょう。
（１） breakfast  See you.   /   Thank you. /   That’s it.
（２） prepare      　　 Take care.  /   Watch out. /   Sounds great.
（３） tomorrow          I like it.      /   You made it. /   I’ll miss you.
（４） engineer          I like apples.  /   See you later. /   Thanks a lot. 

4  イントネーション
英語の文を発音する場合，イントネーション（抑揚・音調）に注意しましょう。

（１） I like tennis very much.    （平叙文）
（２） Are you interested in classical music?    （一般疑問文）
（３） What is your favorite subject?    （疑問詞で始まる疑問文）
（４） Would you like coffee  or tea?    （選択疑問文）
（５） I like English , math , and science.    （リストアップする場合）

疑問詞で始まる疑問文の場合も，上げ調子で終わる場合もあります。尋ね方が柔らかくなります。
What is your name?     Where do you live? 

5  英語のリズム
英語の文の発音においては，原則として弱く発音されるところと強く発音されるところが交互に現

れます。原則として，名詞，形容詞，動詞，副詞などを強く発音しましょう。

I need you. ／ Nice to meet you. ／ Look at that. ／ Come here quickly.

また，強く発音される部分を等間隔にすると英語らしいリズムになります。

（１） We   bought   a book.
（２） We have   bought you   a book.

英語の発音で気をつけること

pet

6  強形と弱形
英単語の発音には強形と弱形があります。単独で発音される場合は強形で発音されますが，

文中では文脈によって強形になったり，弱形になったりします。

（１） a)  I like math and science.   （強形 /2nd/）
       b)  I like bread and butter.   （弱形 /n/）
（２） A:  Can you speak any foreign languages?    （強形 /k2n/）
 B:  Yes, I can speak English and French.   （弱形 /k6n/）

7  音の化学変化①：ひとつになる音
先行する単語の語尾の音と後続の単語の先頭の音が合体して，異なる音をつくり出す場合があります。

（１）  /t/ + /j/  →  /tƒ/ :   Is this what you want?
（２）  /d/ + /j/   →  /dΩ/ :   Would you like something to drink?
（３）  /s/ + /j/   →  /ƒ/ :   In case you need it, please let me know.
（４）  /z/ + /j/   →  /Ω/ :   Has your letter come?

8  音の化学変化②：つながる音
先行する単語の最後の子音と後続の単語の最初の母音が連結して，本来聞こえないはずの音が

聞こえてくる場合があります。
（１） good afternoon   [d2] （２） after all   [r4]
（３） near it   [ri] （４）far away   [r6]
（５） not at all   [t6]と [t4] （６） put it on   [ti]と [t1]

9  音の化学変化③：聞こえなくなる音
先行する単語の最後の子音が，後続の単語の最初の子音と調音点を共有するため脱落する場合

があります。
（１）  next day  /  last chance  /  mashed potatoes  /  finished now
（２）  I’ve got to go.  /  What do you want?  /  We could try. 
（３）Don’t do it.  /  You mustn’t lose it.  /  Doesn’t he know?

10  日本語母語話者が特に苦手とする発音
１. /l/と /r/の区別

  /l/と /r/の区別が難しいのは，日本語にこの区別が存在しないからです。
 ・/l/：舌の先を上の歯茎に押し当て，息を舌の両横から漏らしながら発音します。
 ・/r/：舌の先を口の中のどこにも触れさせずに，そのまま次に来る母音を発音します。
 （１） light ̶ right（２） late ̶ rate（３）collect ̶ correct（４） fl ee  ̶ free
 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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A主語と動詞の関係
1  主語が動詞の前にくる

 主	 語 ＋ 動 詞 ＋  ～
 I walk to school every day. 　　（私は）毎日学校へ歩いていきます。
日本語とは異なり，英語では主語を必ずおかなければいけない。

2  動詞にはbe動詞と一般動詞がある
be動詞「～だ」 一般動詞「～する」

主語の特徴・性質や状態を表す 主語の動作・状態を表す
am, is, are, was, were  など play, learn, know, likeなどbe動詞以外の動詞
Hanako is a very good tennis player.
（ハナコはテニスがとても上手です。）

Hanako plays tennis after school.
（ハナコは放課後テニスをします。）

3  主語の人称によって動詞は変化する
人 称 単　数 複　数
1人称 I we
2人称 you you
3人称 he, she, it, Taro  など they, Taro and Hanako  など

人 称 be動詞の場合 一般動詞の場合

単 数
1人称 I am a basketball player. I play basketball.
2人称 You are a basketball player. You play basketball.
3人称 She is a basketball player. She plays basketball.

複 数
1人称 We are basketball players. We play basketball.
2人称 You are basketball players. You play basketball.
3人称 They are basketball players. They play basketball.

4  時間によって動詞が変化する
英語では，時間によって動詞が変化する。英語の基本的な時間表現には，現在形（現在の習慣

を表す）を用いた現在時制，過去形（過去の習慣や出来事を表す）を用いた過去時制，助動詞な
どを用いた未来表現がある。
時間表現 be動詞の場合 一般動詞の場合
現在時制 I am a basketball player. I play basketball.
過去時制 I was a basketball player. I played basketball.

未来表現 I will [am going to]  be a 
basketball player.

I will [am going to]  play 
basketball.

現在の場合 過去の場合
進行形 I am playing basketball. I was playing basketball.

完了形 I have played basketball for 
five years.

I had played basketball before 
I entered this high school.

1  品詞：英語の単語は次のようなグループ（品詞）に分かれる
品詞名 役　割 例

1. 名　詞 人や事物の名称を表す。主語，目的語，補語と
して働く。

Taro, school, letter, friend 
など

2. 代名詞 名詞の代わりをする。名詞と同じ働き（主語，
目的語，補語）をする。 I, you, it, they  など

3. 動　詞 人や事物の動作や状態を表す。文構造の中核と
して働く。 play, study, is, are  など

4. 形容詞 人や事物の性質や特徴などを表す。名詞の修飾
語や補語として働く。 happy, useful, kind  など

5. 副　詞 形容詞や動詞を修飾する語として働く。 early, very, always  など

6. 助動詞 動詞に可能，義務，許可などの意味を補う。 can, must, should  など

7. 接続詞 語と語，句と句，節と節をつなぐ。 and, or, when, because など

8. 前置詞 名詞の前に置かれ，修飾句を構成する。 in, on, at, with, between  
など

9. 冠　詞 名詞の前に置かれ，その名詞が特定（the dog）
のものか，不特定（a dog）のものかを表す。

the （定冠詞）　
a, an（不定冠詞）

10.間投詞 喜び，驚き，悲しみ，賞賛などの感情を表す。 oh, ah, well, ouch  など

A:  I   usually   get   up   at   five   and   take   a   walk   with   my   dog.
 代名詞  副 詞  動 詞  副 詞  前置詞  名 詞  接続詞  動 詞  冠 詞  名 詞  前置詞   代名詞  名 詞

B:  Oh,   that   is   very   good   for   your   health.
 間投詞  代名詞  動 詞  副 詞  形容詞  前置詞  代名詞  名 詞

2  単数形・複数形：名詞を複数形にする場合は語尾にs/es などをつける
複数形の種類 単数形 複数形

語尾にsをつけて複数形をつくる名詞 a cat cats

語尾（s, o, x, sh など）にesをつけて複数形をつくる名詞 a potato potatoes

語尾のyを iにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a dictionary dictionaries

語尾の f/feをvにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a leaf, a knife leaves, knives

独自の複数形を持つ名詞 a child children

　※単数形と複数形が同じ形のもの（deer，fish など）もある。

B品詞，単数形・複数形

　

英語の基礎知識（1）   本課の学習に入る前に

p008-013_英語の基礎知識1-3_160308.indd   8-9 16/03/09   13:56

8 9

A主語と動詞の関係
1  主語が動詞の前にくる

 主	 語 ＋ 動 詞 ＋  ～
 I walk to school every day. 　　（私は）毎日学校へ歩いていきます。
日本語とは異なり，英語では主語を必ずおかなければいけない。

2  動詞にはbe動詞と一般動詞がある
be動詞「～だ」 一般動詞「～する」

主語の特徴・性質や状態を表す 主語の動作・状態を表す
am, is, are, was, were  など play, learn, know, likeなどbe動詞以外の動詞
Hanako is a very good tennis player.
（ハナコはテニスがとても上手です。）

Hanako plays tennis after school.
（ハナコは放課後テニスをします。）

3  主語の人称によって動詞は変化する
人 称 単　数 複　数
1人称 I we
2人称 you you
3人称 he, she, it, Taro  など they, Taro and Hanako  など

人 称 be動詞の場合 一般動詞の場合

単 数
1人称 I am a basketball player. I play basketball.
2人称 You are a basketball player. You play basketball.
3人称 She is a basketball player. She plays basketball.

複 数
1人称 We are basketball players. We play basketball.
2人称 You are basketball players. You play basketball.
3人称 They are basketball players. They play basketball.

4  時間によって動詞が変化する
英語では，時間によって動詞が変化する。英語の基本的な時間表現には，現在形（現在の習慣

を表す）を用いた現在時制，過去形（過去の習慣や出来事を表す）を用いた過去時制，助動詞な
どを用いた未来表現がある。
時間表現 be動詞の場合 一般動詞の場合
現在時制 I am a basketball player. I play basketball.
過去時制 I was a basketball player. I played basketball.

未来表現 I will [am going to]  be a 
basketball player.

I will [am going to]  play 
basketball.

現在の場合 過去の場合
進行形 I am playing basketball. I was playing basketball.

完了形 I have played basketball for 
five years.

I had played basketball before 
I entered this high school.

1  品詞：英語の単語は次のようなグループ（品詞）に分かれる
品詞名 役　割 例

1. 名　詞 人や事物の名称を表す。主語，目的語，補語と
して働く。

Taro, school, letter, friend 
など

2. 代名詞 名詞の代わりをする。名詞と同じ働き（主語，
目的語，補語）をする。 I, you, it, they  など

3. 動　詞 人や事物の動作や状態を表す。文構造の中核と
して働く。 play, study, is, are  など

4. 形容詞 人や事物の性質や特徴などを表す。名詞の修飾
語や補語として働く。 happy, useful, kind  など

5. 副　詞 形容詞や動詞を修飾する語として働く。 early, very, always  など

6. 助動詞 動詞に可能，義務，許可などの意味を補う。 can, must, should  など

7. 接続詞 語と語，句と句，節と節をつなぐ。 and, or, when, because など

8. 前置詞 名詞の前に置かれ，修飾句を構成する。 in, on, at, with, between  
など

9. 冠　詞 名詞の前に置かれ，その名詞が特定（the dog）
のものか，不特定（a dog）のものかを表す。

the （定冠詞）　
a, an（不定冠詞）

10.間投詞 喜び，驚き，悲しみ，賞賛などの感情を表す。 oh, ah, well, ouch  など

A:  I   usually   get   up   at   five   and   take   a   walk   with   my   dog.
 代名詞  副 詞  動 詞  副 詞  前置詞  名 詞  接続詞  動 詞  冠 詞  名 詞  前置詞   代名詞  名 詞

B:  Oh,   that   is   very   good   for   your   health.
 間投詞  代名詞  動 詞  副 詞  形容詞  前置詞  代名詞  名 詞

2  単数形・複数形：名詞を複数形にする場合は語尾にs/es などをつける
複数形の種類 単数形 複数形

語尾にsをつけて複数形をつくる名詞 a cat cats

語尾（s, o, x, sh など）にesをつけて複数形をつくる名詞 a potato potatoes

語尾のyを iにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a dictionary dictionaries

語尾の f/feをvにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a leaf, a knife leaves, knives

独自の複数形を持つ名詞 a child children

　※単数形と複数形が同じ形のもの（deer，fish など）もある。

B品詞，単数形・複数形

　

英語の基礎知識（1）   本課の学習に入る前に

p008-013_英語の基礎知識1-3_160308.indd   8-9 16/03/09   13:56

6 7

1  英語の発音と息づかい
英語の発音では，日本語と比べてたくさんの息を使います。
右の絵のように顔の前に一枚の紙を手で持ちます。その状態で 
pet と発音します。紙が揺れましたか。今度はpetとささやい
てください。それでも紙が揺れれば合格です。

2  音節とアクセント
英語単語を発音するときには，音節の数を意識しながら，強勢が置かれている音節を強く長く

発音しましょう。 たとえば，sandwichは  と発音します。では，次の単語がどのパターン
にあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 　2. 　3. 　4. 　5. 

（ア） control （イ） future （ウ） Japanese （エ） library （オ） popular
（カ） station （キ） surprise （ク） umbrella （ケ） understand （コ） vacation

3  英文も単語のように発音
英文を発音するときも，単語を発音するときのように，なるべくひとつの息で，強勢が置かれ
る部分を強く長く発音しましょう。
（１） breakfast  See you.   /   Thank you. /   That’s it.
（２） prepare      　　 Take care.  /   Watch out. /   Sounds great.
（３） tomorrow          I like it.      /   You made it. /   I’ll miss you.
（４） engineer          I like apples.  /   See you later. /   Thanks a lot. 

4  イントネーション
英語の文を発音する場合，イントネーション（抑揚・音調）に注意しましょう。

（１） I like tennis very much.    （平叙文）
（２） Are you interested in classical music?    （一般疑問文）
（３） What is your favorite subject?    （疑問詞で始まる疑問文）
（４） Would you like coffee  or tea?    （選択疑問文）
（５） I like English , math , and science.    （リストアップする場合）

疑問詞で始まる疑問文の場合も，上げ調子で終わる場合もあります。尋ね方が柔らかくなります。
What is your name?     Where do you live? 

5  英語のリズム
英語の文の発音においては，原則として弱く発音されるところと強く発音されるところが交互に現

れます。原則として，名詞，形容詞，動詞，副詞などを強く発音しましょう。

I need you. ／ Nice to meet you. ／ Look at that. ／ Come here quickly.

また，強く発音される部分を等間隔にすると英語らしいリズムになります。

（１） We   bought   a book.
（２） We have   bought you   a book.

英語の発音で気をつけること

pet

6  強形と弱形
英単語の発音には強形と弱形があります。単独で発音される場合は強形で発音されますが，

文中では文脈によって強形になったり，弱形になったりします。

（１） a)  I like math and science.   （強形 /2nd/）
       b)  I like bread and butter.   （弱形 /n/）
（２） A:  Can you speak any foreign languages?    （強形 /k2n/）
 B:  Yes, I can speak English and French.   （弱形 /k6n/）

7  音の化学変化①：ひとつになる音
先行する単語の語尾の音と後続の単語の先頭の音が合体して，異なる音をつくり出す場合があります。

（１）  /t/ + /j/  →  /tƒ/ :   Is this what you want?
（２）  /d/ + /j/   →  /dΩ/ :   Would you like something to drink?
（３）  /s/ + /j/   →  /ƒ/ :   In case you need it, please let me know.
（４）  /z/ + /j/   →  /Ω/ :   Has your letter come?

8  音の化学変化②：つながる音
先行する単語の最後の子音と後続の単語の最初の母音が連結して，本来聞こえないはずの音が

聞こえてくる場合があります。
（１） good afternoon   [d2] （２） after all   [r4]
（３） near it   [ri] （４）far away   [r6]
（５） not at all   [t6]と [t4] （６） put it on   [ti]と [t1]

9  音の化学変化③：聞こえなくなる音
先行する単語の最後の子音が，後続の単語の最初の子音と調音点を共有するため脱落する場合

があります。
（１）  next day  /  last chance  /  mashed potatoes  /  finished now
（２）  I’ve got to go.  /  What do you want?  /  We could try. 
（３）Don’t do it.  /  You mustn’t lose it.  /  Doesn’t he know?

10  日本語母語話者が特に苦手とする発音
１. /l/と /r/の区別

  /l/と /r/の区別が難しいのは，日本語にこの区別が存在しないからです。
 ・/l/：舌の先を上の歯茎に押し当て，息を舌の両横から漏らしながら発音します。
 ・/r/：舌の先を口の中のどこにも触れさせずに，そのまま次に来る母音を発音します。
 （１） light ̶ right（２） late ̶ rate（３）collect ̶ correct（４） fl ee  ̶ free
 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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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。

 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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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

54 55

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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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。
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So I’d like to become  ___________________________ .
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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
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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
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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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26 27

この課の目標
① to不定詞の3つの用法（名詞的用法，副詞的用法，

形容詞的用法）のつくり方を理解できる。
②to不定詞を使って情報を正確に伝えることができる。
③ 英語で長期休暇の計画や思い出について表現できる。

4Going to Canada
to See Hiroko

4

1. I hope to see you soon. すぐにあなたにお目にかかれますように。

2. My hobby is to collect old stamps. 私の趣味は古い切手を集めることです。

3. It is difficult to meet your request. あなたの要望に応えることは難しいです。

A  to不定詞の名詞的用法〈to＋動詞の原形〉
「～すること」という意味を表し，文の主語・目的語・補語になる。〈It is+形容詞+to不定詞〉の
形で，「～することは…だ」という意味を表す。

G : サクラ，夏休みはどのように過ご
しますか。

S : ヒロコに会うためにカナダに行き
ます。

G : 本当？　彼女は元気ですか。

S : 元気です。でもときどきホームシッ
クになるとメールで言っていまし
た。異文化の中で生活するのは
本当に大変でしょうね。

G : ええ，でももし誰か話す相手を見
つけたら，すぐに新しい生活に慣
れるでしょう。

Model Dialogue　　G: Ms.Green, S: Sakura

G :  Sakura, how are you going to spend 
your summer vacation?  

S :  I’m going to Canada to see Hiroko.

G :  Oh, are you?  How is she?

S :  She is fine, but she said in her email she 
sometimes gets homesick.  I guess it is 
really hard to live in a different culture.

G :  Yes, but if she finds someone to talk 
with, she will get used to her new life 
soon.

Grammar in Focus　to不定詞

1. I’m saving money to travel around China. 中国を旅行するために貯金しています。

2. I knocked on your door many times to 
wake you up.

あなたを起こすために私はドアを何回も
ノックしました。

3. Tomoko is very happy to pass the 
exam.

トモコは試験に合格してとてもうれしく
思っています。

B  to不定詞の副詞的用法〈to＋動詞の原形〉
動作・行動の目的（～するために）や，感情を表す形容詞等（例えばglad）に続いて感情の原因

（～して[うれしい]）を表し，文や動詞・形容詞を修飾する副詞句になる。

1. Taro is looking for something to eat. タロウは何か食べるものを探しています。

2. He bought some books to read this 
weekend.

彼は今週末に読む本を買いました。

3. She met no one to talk with at the 
party.

彼女はパーティーで話ができる人には会
いませんでした。

C  to不定詞の形容詞的用法〈to＋動詞の原形〉
「～すべき…」という意味を表し，名詞（句）を修飾する形容詞句となる。

5

10

Listen & Choose

True or False

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

(           )

1. a b

TRY  (　　)にあてはまる語を下から選び，英文を完成しましょう。

1. I want to (        ) French at college.

2. Hiroko rushed to the station to (        ) the last train.

3. Do you want something to (        )?

4. He was surprised to (        ) the news.

 　catch,　drink,　hear,　study　(           )

2. a b

(           )

3. a b
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28 29Lesson 4 ■ to不定詞

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

1. 私は今週末はたくさんの宿題があります。
 I have a lot of homework (        ) (        ) this weekend.

2. 天気が悪かったので，外出しないことに決めました。
 We decided (        ) (        ) go out because of the bad weather.

3. 私はマコトを元気づけるために，野球の試合に連れて行きました。
 I took Makoto to the baseball game (        ) (        ) him up.

4. これは，今話すべき最も重要な話題です。
 This is the most important topic to (        ) (        ) now.

5. 明日までに宿題を終えることは不可能です。
 It is (        ) to (        ) my homework by tomorrow.

日本語に合うように，(　　) 内の語句を並べかえましょう。

1. 体を温かくするために，セーターを２枚着ています。
 I am ( keep / sweaters / to / two / wearing ) myself warm. 

2. パスポートを忘れずに持ってきてください。
 Don’t ( bring / forget / passport / to / your ) with you. 

3. 私は，英語の授業で使う辞書を探しています。
 I am ( a dictionary / for / in / looking / to / use ) English classes. 

4. ヒロシはテニスの全国大会の決勝戦を見て興奮しました。 
 Hiroshi ( excited / final match / got / the / to / watch ) of the national 

tennis tournament.

5. 彼女の承諾を得るために1年間待ちました。
 I waited for a year ( permission / get / her / to ).

次の日本語を英語に直しましょう。

1. 今年の春休みに，私は祖母に会いに家族と沖縄へ行きました。
 I visited Okinawa                                                      in the spring vacation.

2. 祖母は私たちを首里城に連れて行ってくれ，とてもうれしそうでした。
 My grandmother seemed                                                      Shurijo Castle.

3. 祖母と首里城公園を散策するのは楽しかったです。
 It                                                       around Shurijo Castle Park with her.

4. 沖縄は観光に訪れるのにとてもよいところです。
 Okinawa is                                                      for sightseeing.

Hop

Step

Jump

Practice

次の会話を練習しましょう。

 Michael : Where are you planning to go this summer vacation?

 Sakura : I am planning to go to ❶Hokkaido.

 Michael : Oh, are you?  Why are you going there?

 Sakura : To ❷visit Asahiyama Zoo. 

   I’d like to ❸watch the Penguins’ Walk there. 

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 New Zealand London Koshien Stadium

❷ visit a popular ski hill
join the Harry Potter 

location tour

watch baseball games 
between high school 

teams

❸ cheer for my favorite team / snowboard in August / visit the movie locations

A B C

　　　「活動用語彙集」（p.102）参 考

例にならって，あなたやクラスメイトの夏休みの計画を紹介する英文を
30語程度で書いてみましょう。

I am planning to go to Hokkaido this summer vacation.  I want to 
go there to visit Asahiyama Zoo.  I’d like to watch the Penguins’ Walk 
there.

Daisuke is planning to go to London this summer vacation.  He 
wants to go there to join the Harry Potter location tour.  He’d like to 
visit the movie locations.

Challenge

例1

例2
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定着，Workoutで活用

17 教出
英 Ⅰ 326

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 
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NEW ONE WORLD

配当時間一覧

（標準履修単位…2単位）

課 タイトル 言語材料 言語の働き／　
言語の使用場面

配当
時間 3期制 2期制

1 My Name Is Michael Smith 現在形，過去形，現在進行形，過去進
行形

自己紹介する，説明す
る，頻度を表す 3 １学期 前期

2 We Are Going to Have a Picnic 未来表現〔will, be going to, 未来を
表す現在進行形・現在形〕 質問する，予測する 3

3 School Rules 助動詞〔can, could, may, might, 
must, have to, should, ought to〕

理由を訊ねる，助言す
る，説明する，聞き直
す，許可する

3

   中間
4 Going to Canada to See Hiroko to不定詞の名詞的用法・副詞的用法・

形容詞的用法
目的を述べる，心配す
る，推論する 3

Review Practice ① Lesson 1～ 4 の言語材料 1

Expressions in Use ①　I’m looking for a sweatshirt.

申し出る，説明する，
許可を求める，許可す
る，提案する，質問す
る，喜ぶ／買い物

1

   中間Say It in English ①　主語の選び方

5 It’s a Small World 現在完了形，過去完了形，現在完了進
行形，過去完了進行形

説明する，感嘆する，
述懐する 3

6 What Is This Called? 受動態（受け身） 質問する，説明する，
話題を変える 3

7 I Like Playing the Piano 動名詞 質問する，説明する，
話題を発展させる 3

8 I Almost Forgot to Tell You SVO （O＝to 不定詞），SVO1O2 （O2

＝to不定詞），知覚動詞
話題を変える，説明す
る，主張する 3 ２学期

Review Practice ② Lesson 5～ 8 の言語材料 1

Expressions in Use ②　I’d like to have the beefsteak.
申し出る，注文する，
質問する，依頼する，
承る／食事の注文 1

Say It in English ②　文脈への依存度の違い

Task 1 【Show＆Tell】 
This Is My Hero

発表の仕方や発表のために必要な表現
などを学習し，実際に活用する。

挨拶する，注意を引く，紹
介する，質問する，説明する，
理由を述べる／スピーチ

2

9 Reading Books 比較〔比較級，最上級，同等比較，倍
数比較〕

説明する，比較する，
話題を発展させる 3 後期

10 Photos from Hawaii 前置詞や分詞による後置修飾 提示する，描写する，
推論する 3

   中間
11 A Partner Who Does Housework 関係代名詞who・which・that 質問する，説明する，

推論する 3

12 What Impressed Me Most 関係代名詞whose・what，
およびthatの特別用法

話題を提示する，強調
する，描写する 3

Review Practice ③ Lesson 9～ 12 の言語材料 1

Expressions in Use ③　Could you tell me how to get to ...?
注意を引く，依頼する，
助言する，繰り返す，
感謝する／道案内 1

Say It in English ③　マッピングとは

Task 2 【Presentation】
School System in Japan

聞いたり読んだりしたこと，学んだこ
とや経験したことに基づき，情報や考
えなどをまとめ，発表する。

提示する，説明する，
描写する，比較する／
プレゼンテーション

2

   中間
13 A Country Where English Is 

Spoken
関係副詞when・where・why・how

質問する，自分の考え
を述べる，話題を発展
させる

3
３学期

14 Electronic Dictionaries
接続詞〔that, if, weather, as, since, 
because, so that ... can, unless, 
once, though など〕

理由を述べる，仮定す
る，提案する，助言す
る

3

15 I Was Reading, Eating Sembei 分詞構文 説明する，根拠を述べる 3

16 If I Were You, I Would Practice 
Harder

仮定法過去，仮定法過去完了，I wish
を用いた仮定法

望む，仮定する，助言
する 3

Review Practice ④ Lesson 13～ 16 の言語材料 1

Task 3
【Making Your Opinion】
Should Japan Make English the 
Official Language?

ある論題について，賛成と反対の立場
から自分の意見を整理したり，自分の
考えをまとめたりする。

賛成する，反対する，
仮定する，主張する，
推論する，理由を述べ
る／ディベート

2

合計 61
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検討の観点と特色
発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 英Ⅰ　326 NEW ONE WORLD Expressions Ⅰ
Revised Edition 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　
  内容の選択･程度

＊学習指導要領，

教科の目標を達

成するために必

要な教材

＊基礎的・基本的

事項の理解や習

得のための配慮

●学習指導要領に示された学習内容・配慮事項を網羅し，偏りなく構成されている。

●文法や文構造は，実際のコミュニケーションに必要な，運用度の高いものが精選

され，また，系統的に配列されているので，基礎的・基本的な言語材料の理解・

定着を図ることができる。

●表現のために必要な語・連語・慣用表現などは，平易なものが使用されており，

生徒にとって負担が少なく，習熟を図ることができる。

●発信活動として〈Challenge〉，〈Task〉が設けられており，生徒が英語を通じて，

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養えるように工夫されている。

●巻頭には，「英語の基礎知識」という中学校の学習事項をまとめたページが設け

られており，高等学校からの学習をスムーズに始められるとともに，生徒の自主

的な学習をサポートできるように配慮されている。

２　
 組織・配列・分量

＊学習指導を有効

に進めるための

組織・配列・分量

●１課は，見開き単位の４ページ，全16課で構成されており，年間の平均的な授

業時数の中でゆとりをもって指導できるように配慮されている。

●表現力を基礎から養えるように，本課の１見開き目はインプット主体の構成に，

２見開き目はインプットからアウトプットへの構成になっている。

●本課のモデル文は，50 ～ 60語程度に収められているとともに，すべて日本語訳

が付記されており，生徒にとって過度の負担とならないように配慮されている。

●多様な形式の言語活動が豊富に用意されており，Practiceの〈Hop〉〈Step〉〈Jump〉

では，段階を踏んで学習事項を確実に定着させ，WorkoutやTaskではそれらを活

用できるように工夫されている。

３　
 表記・表現および使用
上の便宜

＊学習意欲を高め

るための配慮，

用語・記号の取

り上げ方および

記述の方法

＊印刷の鮮明度，

活字の大きさ，

行間，製本など

●美しく鮮明なカラー印刷と，機能的な紙面構成によって，生徒の学習意欲を喚起

するように配慮されている。

●英語のインタラクションを交えて本課を導入したり，活動をスムーズに行ったり

するために，写真・イラストが効果的に使われている。

●〈Say It in English〉は，英語と日本語を比較しながら，「英語で表現する」コツ

をまとめており，主に書く活動に取り組みやすくなるように配慮されている。

●用語・記号は統一されており，指示文や記述も簡潔で適切である。また，記号の

書体や配色も機能的である。

●製本は堅牢な様式である。また，大きくて見やすい，ゆとりのある判型である。

●カラーユニバーサルデザインに配慮し，デザイン・配色が工夫されている。

●用紙には再生紙が，印刷には植物油インキが使用され，環境に配慮されている。

４　
 総合所見

●生徒が，情報や考えなどを伝えるコミュニケーションに必要な文法や文構造を確実に理解・定着し，表

現力を基礎から養える教科書である。

NEW ONE WORLD
英
語
表
現
Ⅰ
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ユニットに分かれています
17 教出
英 Ⅱ 320

英語表現Ⅰ，Unit 1で
学習した事項をシチュ
エーション別に再整理

さまざまな活動を
そろえています。

Paragraph Writing
では簡単なメールから
始まり，文の構成のし
かたを学んでいきます。

文法力をベースに
さまざまな英語表現が
身につくようになります。

英
語
表
現
Ⅱ

17



Unit１ Unit ２

28

 審査官 ：  パスポートを提示してくださ
い。

 あなた ： これが私のパスポートです。

 審査官 ： 訪問の目的は何ですか。

 あなた ：  英語学校で英語を勉強する
ためです。

 審査官 ： どこに滞在する予定ですか。

 あなた ： アデレードです。

 審査官 ：  どのくらいの期間，滞在す
る予定ですか。

 あなた ： 2週間です。

 審査官 ：  それはいいですね。よい滞
在を。

あなた ： ありがとうございます。

 Officer : Passport, please.

 You : Here is my passport.

 Officer : What’s the purpose of your visit?

 You :  To study English at an English 

language school.

 Officer : Where are you going to stay?

 You : I am going to stay in Adelaide.

 Officer : How long are you going to stay?

 You : For two weeks.

 Officer : That’s good.  Have a nice stay.

 You : Thank you.

a

b

c

【旅行】（空港での入国審査）
What’s the purpose of your visit?

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

a  meet my Canadian friends  /
 do sightseeing and shopping

b  Vancouver  /
 Rome

c  three days  /  
 about a week

1.私は，東京からシンガポールを経由してシドニーに来ました。
I came from (T         ) to (S         ) via (S         ).

2.私は日本文化を紹介するため，茶道に使う緑茶の粉を持ってきています。

I have (g         ) tea powder for (t         ) ceremony with me to (i         ) 
Japanese culture.

日本語を参考にして，英文を完成しましょう。

5

10
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10

1Let Me 
Introduce 
Our New ALT〈復習〉

1

この課の目標
① 現在形・過去形・現在進行形・過去進行形を使った英

文を正確に理解できる。
② 現在形・過去形・現在進行形・過去進行形を使って情

報を正確に伝えることができる。
③ 英語で友達について紹介することができる。

　カナダ出身の新しいALTの先生ジョ
ン・キャメロンさんを紹介します。先
生は1992年にオタワでお生まれにな
りました。その後，トロントの大学で
音楽を勉強されていた時にJETプロ
グラムのことを聞かれました。大学を
卒業後，1か月前ALTとして働くため
に日本に来られました。先生はギター
が趣味ですが，今は三味線を習われ
ています。日本の伝統音楽にとても
興味をもたれています。

Let me introduce our new ALT from 
Canada, Mr. John Cameron, to you.  Mr. 
Cameron was born in Ottawa in 1992.  
He was studying music at a university 
in Toronto when he heard about the 
JET Program. After graduating from 
university, he came to Japan a month 
ago to work as an ALT.  He likes playing 
the guitar, and now he’s learning how to 
play the shamisen.  He’s very interested 
in the traditional music of Japan.

Model Passage

5

10

Listen & Choose

True or False

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

(           )

A.

(           )

B.

(           )

C.

p010_025_exp2_Lesson01-04_unit1_160402.indd   10 2017/02/17   16:42

11

Let Me 
Introduce 
Our New ALT〈復習〉

Grammar in Focus　現在形・過去形・現在進行形・過去進行形

1. My neighbor takes his dog for a walk 
every evening.

僕の隣人は毎日夕方にイヌを散歩に連れ
て行きます。

2. The sun rises in the east and sets in 
the west.

太陽は東から昇り，西に沈みます。

A  現在形の用法
現在の習慣や不変の真理について述べるときに現在形を用いる。

1. When I lived in London, I went to the 
theatre once a week.

ロンドンに住んでいた時，１週間に１度芝
居を見に行きました。

2. Shakespeare was born in 1564 and 
died in 1616.

シェークスピアは1564年に生まれ，
1616年に亡くなりました。

B  過去形の用法
過去の習慣や出来事などについて述べるときに過去形を用いる。

1. Normally he lives in London but at 
present he is living in Paris.

彼はふだんはロンドンに住んでいますが，
今はパリに住んでいます。

2. She is always borrowing something 
from me.

彼女ったら，いつも私から何かを借りてば
かりいます。

C  現在進行形の意味と形〈be動詞 ＋ ～ing〉
現在進行中の動作や活動，動作の反復について述べるときに現在進行形を用いる。

1. He was sleeping soundly when he was 
awakened by a noise.

彼はぐっすり眠っていましたが，物音で目
が覚めてしまいました。

2. She was constantly complaining of 
the cold.

彼女はいつも寒さについて不平を言って
いました。

D  過去進行形の意味と形〈be動詞の過去形 ＋ ～ing〉
過去における進行中の動作や活動，動作の反復について述べるときに過去進行形を用いる。

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. The First World War (        ) from 1914 to 1918.

2. She is not honest. She is always  (        )  lies.

3. She was (        ) all night and kept everyone awake.

          cough,　last,　tell
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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 )
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教科書全体構成紹介

文法力を定着させ，

文法力の定着をはかります。

文法を機能

「英語表現Ⅰ」とほぼ同じ構成で，文法事項の定着をはかります。

ここまでで，中学既習事項から高校段階での頻出文法事項をほぼ網羅します。

「英語表現Ⅰ」とUnit 

本課の学習を
補強する
さまざまな 
コーナー

（１課４ページ）

機能表現ごとに

場面別の使い方を

ようにします。

Expressions 
in Use

「英語表現Ⅰ」と同じ
く，日常会話に特有
の表現が使われる場
面を，本課とは別に
まとめました。
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Unit ３

29

  1. アメリカ発音とイギリス発音  

これまで学習してきた英語は，基本的にアメリカ英語の発音です。しかし，英語母語話者の英語
には，アメリカ英語に加えて，イギリス英語，カナダ英語，オーストラリア英語，ニュージーラ
ンド英語などさまざまな英語が存在しています。ただ，それらは大きくアメリカ発音とイギリス
発音に類別できます。ここでは，アメリカ英語とイギリス英語で発音が異なる代表例を学習しま
す。

 　米 　英  　米 　英

when /hwén/ /wén/ can’t /k@nt/ /k!\nt/

what /hw%t/ /w$t/ hospital /h!\spitl/ /h$spitl/

tomato /t6méitou/ /t6m!\t6u/ Asia /éiΩ6/ /éiƒ6/

foreign /f!\rAn/ /f$rAn/ either /í\ø6r/ /áiø6/

  2. 名詞句の発音  

形容詞や分詞と名詞がつながって名詞句を構成する場合の発音は，おおむね「弱強」のパターン
になります。

　 例    pretty girl,  heavy metal,  green house,  sleeping baby,
    shooting star,  flying saucer

動名詞と名詞がつながって名詞句を構成する場合もありますが，その場合の発音はおおむね「強
弱」のパターンになります。

　 例    dining car, walking stick, sleeping bag, living room, 
  shopping mall, running shoes,  swimming pool

発音のパターンを間違えると，異なった意味になる場合もあります。

　 例  1) greenhouse（温室）とgreen house（緑色の家）
  2) White House（米国大統領官邸）とwhite house（白い家）
  3) English teacher（英語教師）とEnglish teacher（イギリス人教師）

  3. 弱形の発音にも注意―「メリケン粉」の由来は？  

小麦粉は，以前は「メリケン粉」として販売されていました。そのメリケン粉の由来を知ってい
ますか。“Tom is メリケン.”と発音してみてください。そうすればわかるでしょう。また，has
もisも次のような場合，同じ音になります。

　 例  1) She has been abroad so many times. 

  2) She is 16 years old.
[ƒiz]

[ƒiz]

   pretty    pretty 

   

1
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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。
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Model Dialogue　　T: Taiki, E: Emily
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1. ( T / F )　　2. ( T / F )　　3. ( Q & A )
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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
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1Let’s Start Saving 
Energy, But How?

1 スピーチ

5

10

15

20

　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。

　みなさん方も，エネルギーを節約
するために，他にもよい考えを持って
いると思います。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。

For the past several decades, we have 
continued using more and more energy as 
our lives 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 
to save energy.  Let’s share our ideas and 
try to save as much energy as possible.

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
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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 out before stating the main theme of his 
or her speech? 
The speaker brings out  .

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 in a way of conclusion? 
The speaker says  .

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!

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

Step 1 スピーチの準備

p128_147_exp2_Project01-04_unit3_160404.indd   129 2017/02/17   16:44

豊かな表現力が身につきます

自己表現活動に取り組みます。
スピーチ，プレゼンテーション，ディスカッション，ディベート

といった自己表現活動を行います。それぞれの課では，モデル

を提示したあと，ステップごとに活動の過程を説明しています。

17 教出
英 Ⅱ 320

（１課２ページ） （１課４～８ページ）

面から整理します。
１までで学習した文法事項を，

整理。文法事項の復習を行うとともに，

学び，Unit３の自己表現活動で生かせる

Sound Corner

音声に関して説明したSound 
Cornerを，Unit１に２箇所，
Unit ２に１箇所の計３箇所に 
配置。英語の音声の特徴や，
発音するときの注意点などに
ついて説明しています。

英
語
表
現
Ⅱ
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Unit 1
文法編

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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2He Has Been 
Playing Tennis 

〈復習〉
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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.
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1. The movie had already begun when I 
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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
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(           )
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(           )
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(           )
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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.
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教科書紙面紹介①

Ⅰで学習した基礎・基本をベースに，

生徒との 
インタラクションに
も使える写真

日本人の高校生と
留学生の日常生活
がテーマ

習得・活用す
べき文法事項
と活動を明示

日本語からの 
スムーズな 
内容理解

60語程度の英文の
中に，学習する言語
材料を提示

写 真

Model Dialogue
[Passage]

言語材料を含んだ 
リスニング

内容理解のための 
リスニング

Listen & Choose

True or False
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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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Unit 1
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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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。
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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
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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 )
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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
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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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教科書紙面紹介④

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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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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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！

英
語
表
現
Ⅱ
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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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(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
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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。

Model Script
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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
英 Ⅱ 320

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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(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
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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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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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(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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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。
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課 タイトル 学習項目
配
当
時
間

一
括
履
修

分
割
履
修

Unit１

1
Lesson 1

Let Me Introduce Our New ALT

現在形，過去形，現
在進行形，過去進行
形

3

１
学
期

２
年
生

2
Lesson 2

He Has Been Playing Tennis

現在完了形，過去完
了形，現在完了進行
形，過去完了進行形

3

3
Lesson 3

Arriving in 15 Minutes
未来表現 3

4
Lesson 4

You Had Better Talk to Her Now

助動詞would，助動
詞might/
must+have+過去分
詞，had better，
used to

3

Expressions in Use①　旅行
Sound Corner① 1

5
Lesson 5

What Is Being Built in Front of the 

Station?

受動態（受け身） 3

6
Lesson 6 

Do You Mind My Using Your 

Dictionary?

動詞の目的語になる
動名詞と不定詞 3

7
Lesson 7 

Let Me Take a Look at It

使役動詞＋O＋原形
不定詞/現在分詞/過
去分詞

3

8
Lesson 8 

Carelessly, He Broke a Window

副詞，副詞句，副詞
節 3

Expressions in Use②　電話での応答
Sound Corner② 1

9
Lesson 9 

I Seldom Go Out on Weekends
準否定，部分否定 3

10
Lesson 10 

This Book Shows You How to Make 

Good Choices

疑問詞＋to不定詞，
疑問詞節 3

11
Lesson 11 

It Is Amazing That Michael Can Solve 

Problems

形式上の主語it，形式
上の目的語it

3

12
Lesson 12 

No Other Student Can Play As Well 

As He

原級や比較級を用い
て表す最上級，絶対
比較級

3

Expressions in Use③　病院
Sound Corner③ 1

13
Lesson 13 

Having Never Been to Okinawa...

受け身形/完了形の
分詞構文，独立分詞
構文

3

14
Lesson 14 

He Answered Whatever Questions I 

Asked

前置詞＋関係代名
詞，複合関係代名詞
/複合関係副詞，関係
代名詞/関係副詞の
非制限用法

3

15
Lesson 15 

I Wish I Had Had More Time

仮定法過去，仮定法
過去完了，as ifを用
いた仮定法，if節以外
の仮定法表現

3

16
Lesson 16 

It Was on Our Mother's Birthday 

that...

強調構文，倒置構文，
無生物主語構文 3

合　計 51

課 タイトル 学習項目
配
当
時
間

一
括
履
修

分
割
履
修

Unit２

1
Program 1
Would You Do Me a Favor?

依頼・許可・断り 2

２
学
期

３
年
１
学
期

2
Program 2
Why Don't You Come and See Me?

助言・忠告 2

3
Program 3
This Is to Let You Know

苦情・謝罪 2

4
Program 4
Because He Can Relax with Her

原因・理由・根拠 2

5
Program 5
This Tablet Is Designed for Overseas 
Use

目的 2

Paragraph Writing①
Recommending Places to Visit

パラグラフ・ライ
ティング 1

6
Program 6
Congratulations!

祝福，喜び，感謝 2

7
Program 7
What Would You Like to Be in the 
Future?

希望・期待 2

8
Program 8
What Are You Going to Do Next 
Weekend?

予定・意図 2

9
Program 9
I'm Not Sure, But It's True

推察・確信 2

10
Program 10
In My Opinion, School-age Children 
Are Not Ready

主張・賛成・反対 2

Paragraph Writing②　
What Is Your Dream?

パラグラフ・ライ
ティング 1

11
Program 11
On the Other Side of the Department 
Store

場所・方向を示す 2

12
Program 12
It Sometimes Happens in Wintertime

数量・頻度・割合 2

13
Program 13
Two Libraries in This City

比較・対照 2

14
Program 14
I Was So Depressed about My 
English that...

程度・結果 2

15
Program 15
Here Is the Way to Make the Most 
Popular Food

列挙・時間的順序 2

Paragraph Writing③　
Exchanging Our Warm Heart

パラグラフ・ライ
ティング 1

合　計 33

Unit３

1
Project 1
Let's Start Saving Energy̶But How?

スピーチ 3

３
学
期

３
年
２
・
３
学
期

2
Project 2
The World's Population

プレゼンテーション 3

3
Project 3
What Kind of Play Shall We Perform?

ディスカッション 3

4
Project 4
High Schools Should Serve School 
Lunches

ディベート 6

合　計 15

（標準履修単位…4単位）NEW ONE WORLD

配当時間一覧
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発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 英Ⅱ　320 NEW ONE WORLD Expressions Ⅱ
Revised Edition 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　
  内容の選択･程度

＊学習指導要領，
教科の目標を達
成するために必
要な教材

＊基礎的・基本的
事項の理解や習
得のための配慮

●学習指導要領に示された学習内容・配慮事項を網羅し，偏りなく構成されている。
●文法や文構造は，英語表現Ⅰで扱ったものに加えて，実際のコミュニケーション

に必要な運用度の高いものが精選され，かつ系統的に配列されている。
●表現のために必要な語・連語・慣用表現などは，英語表現Ⅰの学習を終えた段階

として適切なものが使用されており，生徒にとって負担が少なく，無理なく習熟
を図ることができる。

●Unit 1「文法編」では，コミュニケーションを支えるものとして，自己表現に必要
な語句や文構造，文法事項などを段階的に定着できるように配慮されている。

●Unit 2「機能編」では，それまでに学習した語句や文構造，文法事項などを，多
様な言語の働きから捉え直し，より定着・活用できるように配慮されている。

●Unit 3「発展編」では，自己表現のための原稿作成に必要なパラグラフ・ライティ
ングから始まり，段階的に易から難の活動へとなるように配列されている。

２　
 組織・配列・分量

＊学習指導を有効
に進めるための
組織・配列・分量

●１課は，すべて見開き単位でUnit 1が４ページの全16課，Unit 2が２ページの
全18課，Unit 3が４～８ページの全５課で構成されており，年間の平均的な授
業時数の中でゆとりをもって指導できる。また，単年度での履修でも，複数年度
にわたる履修でも，どちらにも対応できるように配慮されている。

●Unit 1，２のモデル文は，すべて日本語訳が付記されており，生徒にとって内容
理解が容易になるよう配慮されている。

●本課には，多様な形式の言語活動が豊富に用意されており，Unit 1ではPractice
の〈Hop〉〈Step〉〈Jump〉，Unit 2で はWorkoutの〈Hop〉〈Step〉〈Jump〉 な
どと，段階を踏んで学習事項を確実に定着・活用できるように工夫されている。

●Unit 3では，活動ごとに〈Step〉１～３が設けられており，順を追って無理なく
自己表現活動に取り組めるように配慮されている。

３　
 表記・表現および使用
上の便宜

＊学習意欲を高め
るための配慮，
用語・記号の取
り上げ方および
記述の方法

＊印刷の鮮明度，
活字の大きさ，
行間，製本など

●美しく鮮明なカラー印刷と，機能的な紙面構成によって，生徒の学習意欲を喚起
するように配慮されている。

●英語のインタラクションを交えて本課を導入したり，活動をスムーズに行ったり
するために，随所に写真・イラストが効果的に使われている。

●〈Sound Corner〉は，英語表現Ⅰの学習を踏まえて，より発展的な英語の音声
的特徴や，実際的な発音の注意点をまとめており，主に読む活動に取り組みやす
くなるように配慮されている。

●用語・記号は統一されており，指示文や記述も簡潔で適切である。また，記号の
書体や配色も機能的である。

●製本は堅牢な様式である。また，大きくて見やすい，ゆとりのある判型である。
●カラーユニバーサルデザインに配慮し，デザイン・配色が工夫されている。
●用紙には再生紙が，印刷には植物油インキが使用され，環境に配慮されている。

４　
 総合所見

●生徒が，情報や考えなどを理解したり，伝えたりするコミュニケーションに必要な文法や文構造を一層
定着し，それを具体的な使用場面で活用するための表現力を養える教科書である。

検討の観点と特色NEW ONE WORLD
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38 39

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　

p034-049_Lesson05-08_exp1_160308.indd   38-39 16/03/24   11:33

38 39

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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38 39

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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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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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
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41Lesson 6 ■ 受動態（受け身）

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_161206.indd   41 2016/12/12   10:03
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40

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
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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_161206.indd   41 2016/12/12   10:03

17 教出
英 Ⅰ 326

教
科
書
紙
面
紹
介

37



指導書ライン・アップ紹介（指導書／音声編）

授業を支える

コピーが容易なB４判の冊子に，全レッスンの評
価問題を掲載。各課とも「標準問題」と「発展問
題」を収録しています。また，巻末には教科書の
レッスンごとに補充例文集を掲載します。

②  Teacher’s Book（分売あり）

③  評価問題編

教科書各課とExpressions in Use，Taskの紙
面の書き込みスペースを拡大したプリント集
です。B4判でコピーが容易なので，授業で配
布したり，宿題に利用することができます。

④授業プリント編

自作のワークシートなどに取り込んで利用でき
る指導用データ集のほか，小テスト自動作成ソ
フト（Quick Test Editor）も収録します。

⑤指導用CD-ROM

指導計画作成のために，シラバス例や年間指導
計画・評価規準例を掲載。授業案例は，JTE単
独の場合のほか，ALTとのTeam Teachingの場
合を豊富に用意します。
★シラバス例 ★年間指導計画・評価規準例

★本課授業案例（１課２時間／３時間版）

★本課Team Teaching指導案例（１課２時間／３時間版）

★Team Teaching指導案例（Expressions in Use １～３，

Task １～３）

①解説編

指導計画の立案から授業の導入，活動や 評価までしっかり対応します。
●指導書（①～⑤を同梱）

B5判 ケース入り，価格：15,000円＋税
①解説編
②Teacher’s Book

③評価問題編
④授業プリント編
⑤指導用CD-ROM

●音声編
ExpressionsⅠ：４枚組，価格：12,500円＋税

収録内容（予定）：
★  モデル文は通常読みとリピート・ポーズ付き読みを収録します。
★  PracticeやWorkoutの解答など，教科書掲載の英文をほとんど
収録しますので，さまざまな授業案に対応できます。

収録箇所： Classroom English / モデル文 / True or False / 

Listen & Choose / Grammar in Focus / Try / 

Practice / Workout / Challenge / Review Practice / 

Expressions in Use / Task / 活動用語彙集 / 文構造・
文法のまとめ / 英語の句読法 /  

英語の歌（What a Wonderful World）など

●指導書（①～⑤を同梱）
B5判 ケース入り，価格：20,000円＋税（予価）

●音声編
ExpressionsⅡ：6枚組（予定），価格：18,000円＋税（予価）

→p. 46〜51

→p. 40〜43

→p. 44

→p. 52
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指導書ライン・アップ

※内容はⅠのものです。Ⅱの内容は現在製作中です。

教科書と同じ体裁の冊子に，ご指導上必要な補
助情報を色字で重ね刷りしています。
★ 設問文の英訳例

★対応する音声編のトラックナンバー

★冒頭写真を使った導入の発問例

★評価問題（標準）

★評価問題（発展）

★本課補充例文集

★各課解答用紙面

★Review Practice 1 ～ 3 解答用紙面

★Expressions in Use 1 ～ 3 解答用紙面

★Task 1 ～ 3 解答用紙面

★モデル文のフレーズリーディング用スラッシュ

★モデル文を使った対話の発問例

★True or False, Listen & Choose音声スクリプト

★解答例（Try，Practice など）

★活動例（Workout，Task など）

Listen & Choose解説では，「部分書き取り
の例」「聞き取りのヒントの表現例」を設け
るなど，リスニング問題を使った活動例を紹
介します。また，自由度の高い言語活動では，
なるべく複数の活動例や，その応用例を提示し
ます。
★部分書き取りの例

★聞き取りのヒントの表現例

各項目の冒頭に「指導手順」「指導のポイント」
を示し，それに従って解説が進んでいきます。
また，本課の冒頭写真やモデル文を使った発問
例や対話例を掲載し，英語で授業を行う手助け
をします。
★指導手順　

★指導のポイント　

★True or False, Listen & Choose音声スクリプト

★評価問題

★本課補充例文集

★授業プリント

★「Workbook」紙面データ

★Quick Test Editor（小テスト自動作成ソフト）

PDF

★シラバス

★年間指導計画・評価規準例・Can-Doリスト

★本課授業案例（１課２時間／３時間版）

★Team Teaching指導案例

★教科書全文

★フレーズリーディング用プリント

★発問例

★対話例

指導計画の立案から授業の導入，活動や 評価までしっかり対応します。

充実した教授資料が
授業を多方面から
サポートします。

指
導
書
紹
介
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音声スクリプト

本課補充例文

指導用CD-ROM／指導用データ集 紹介

毎日の授業に

指導用CD-ROM　　指導用データ集
p. 50

p. 52 p. 55

40



フレーズリーディング用プリント

授業プリント

役立つ，豊富なデータ集
17 教出
英 Ⅰ 326

指
導
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紹
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指導用CD-ROM／Quick Test Editor 紹介

文法事項定着・確認

CD-ROM　　小テスト自動作成ソフト

Lesson 6-A，B  
（受け身）を選択

出題範囲を
選択します。

作成した問題内
容を確認します。

設問形式は
6種類

設問形式・出題
数を選択します。

42



のための，小テスト作成ソフトを搭載

作成した問題を
変更したいとき
も簡単です。

変更したい問題

変更案が示されます。

完成！

画面に示されたことを
選択していくだけで，
こんなに簡単に作成す
ることができます。

指
導
書
紹
介

43
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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

38 39

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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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

38 39

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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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 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 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

17 教出
英 Ⅰ 326

Listen & Choose
のスクリプトを使っ
たライティング問題

指
導
書
紹
介

47



86 87

6

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.

例

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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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.
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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
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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
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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
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　 Plum blossoms were (     ) by people before 
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　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
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① 受け身の基本的な意味と形式について簡単に
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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
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…される）と形式（be動詞＋動詞の過去分詞）を
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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。
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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。
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受け身に助動詞の持つ意味合いが付加されるこ
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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
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 Mt. Fuji can be seen in Tokyo on sunny 
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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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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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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

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

Class No. Name / 100

17 教出
英 Ⅰ 326

本文より難易度の
高い問題
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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。

1. Soccer is played be 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。

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。

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。

Grammar in Focus 受動態（受け身）

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。A

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。B

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。C

03Exp_Note_20160329.indd   21 2016/04/01   16:53:12

26

What Is This Called?Lesson

6 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。

この課の
目　標

教科書
p.38-41

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! //

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

follow, like, make, write

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

 A. (                       ) B. (                       ) C. (                       )

（　　）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.

True or False

Listen & Choose

Try 

03Exp_N_p26_27_syuisyo_20160324.indd   1 16/03/24   12:08
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 Expressio

ns      R
evised Edition

Ⅰ

英Ⅰ326

NEW ONE WORLD
Expressions  Revised Edition

授業ノート
Ⅰ

KYOIKU SHUPPAN

NEW ONE WORLD ExpressionsⅠ

授業ノート

B5判　88ページ
指導者用解答付
本体 636円＋税

準拠教材品紙面紹介①　授業ノート
「授業ノート」は，教科書とほぼ同じ構成。

”教科書＋ノート” の役割を果たす，
授業必携教材です。

スラッシュ付き本文で， 
フレーズリーディングの 
練習ができる

日本語訳や文法事項を書き込んで，
自分専用のノートとして使える

大きな解答欄に余裕をもって書ける

Review Practice，
Expressions in Use，
Say It in English，Taskも，
教科書と同じ掲載順に取りあげています。
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What Is This Called?Lesson 6
教科書　p.38-41基本トレーニング

1 日本語を参考に，[　　] 内の動詞を用いて受け身の文を完成させましょう。
⑴ 教室は毎日掃除されます。

The classrooms                         every day.  [ clean ]
⑵ 上野動物園は 1882 年に開園しました。

The zoo                          in 1882.  [ open ]
⑶ カナダではフランス語が話されています。

French                         in Canada.  [ speak ]
⑷ 仙台七夕まつりは，8 月に開催されます。

Sendai Tanabata Festival                         in August.    [ hold ]

2 日本語を参考に，（　　）に適切な語を入れましょう。
⑴ この飛行機はライト兄弟によって発明されました。

This plane (        ) ( i           ) (        ) the Wright Brothers.
⑵ 最初のカップめんは，安藤百福によって作られました。

The first pot noodle (        ) ( c        ) (        ) Ando Momofuku.
⑶ 昨晩，夕食は姉が作ってくれました。

The dinner (        ) ( c        ) (       ) my sister yesterday evening.
⑷ 日本のアニメーションは，70 か国以上の人々が見ています。

Japanese animation (        ) ( w         ) (       ) people in more than 70 countries.

3 日本語に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きましょう。
⑴ ここでは，郵便は日曜日には配達されません。

( delivered / here / is / mail / not / on Sunday / . )
            

⑵ あなたはデイビッドの誕生パーティーに招待されましたか。
( David’s birthday party / invited / to / you / were / ? )

            

⑶ 大阪城はいつ建てられたのですか。
( built / Osaka-jo castle / was / when / ? )

           

「～が…される」という受け身の意味を表す。
by「～によって」と動作主を明示する場合もある。受け身〈be動詞＋過去分詞〉
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1  日本語を参考に，[　　] 内の助動詞と動詞を用いて〈助動詞＋受け身〉の文を完成させま
しょう。
⑴ この本は，今日，返却されなければなりません。

This book                                   today.      [ must / return ]
⑵ 次のキャプテンは来週選ばれるでしょう。

The next captain                                   next week  [ will / choose ]
⑶ この問題は，クラスメートみんなで議論されるべきです。

This issue                                         by all the classmates.  [ should / discuss ]

2  日本語に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きましょう。
⑴ この仕事は，今週末までに終えられるでしょうか。

( be / by / finished / of / the end / this week / this work / will / ? )
            

⑵ この壊れた花びんの修理は可能ですか。
( be / broken vase / can / repaired / this ? )

            

⑶ 澄みきった日には，ここから富士山が見られます。
( be / can / from / here / Mt. Fuji / seen ) on clear days.

1   日本語を参考に，（　　）に入る適切な語を入れましょう。
⑴ このマグカップはガラスでできています。

This mug is (          ) (          ) glass.
⑵ あなたの机がほこりまみれです（ほこりに覆われています）。

Your desk is (               ) (        ) dust.
⑶ あなたが仕事を辞めると決めたことに驚きました。

I was (                 ) (       ) your decision to quit your job.

受け身に助動詞の意味を加えることができる。助動詞＋受け身

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

Ⅰ

Communication Workbook

Workbook

NEW ONE WORLD
Revised Edition

Expressions

NEW
ONE WORLD
Expressions

Revised Edition

Workbook

英Ⅰ326

NEW ONE WORLD ExpressionsⅠ

Workbook

B5判　72ページ
別冊解答付
本体 636円＋税

準拠教材品紙面紹介②　Workbook
「Workbook」では，語句レベルから
文レベルへ，ターゲット構文を
豊富な例文で反復練習します。

教科書のGrammar in Focus
に沿って，ターゲット構文ごと
にドリル問題に取り組み，形と
意味を確実に覚える

各 Lessonは 4ページ構成です。次の 2ページは
「応用トレーニング」で，表現にふさわしい構文を
選ぶ問題や，英訳問題を設定。言語材料を的確に
使い，自己表現につなげます。

NEW ONE WORLD 
ExpressionsⅠ

リスニングCD
本体 1,000円＋税
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拠
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（改訂版）

 
（改訂版）

Teacher’s Book ●

●  ALTとの協同授業に対応した，設問文の
英訳／音声編のトラック番号／解答例を
掲載

● 価格：2,000円＋税
●  仕様：分売可　➡ p. 38

●  ALTとの協同授業に対応した，設問文の
英訳／音声編のトラック番号／解答例を
掲載

● 価格：3,000円＋税（予価）
●  仕様：分売可

音声編 ●

●  本文は通常読み／リピートポーズ付き／
速読みを収録

●  価格：12,500円＋税
●  仕様：CD4枚

●  本文は通常読み／リピートポーズ付き／
速読みを収録

●  価格：18,000円＋税（予価）
●  仕様：CD6枚

授業ノート ●

●  教科書とほぼ同じ構成で，書き込みスペー
スを拡大した，授業用ノート

●  価格：636円＋税
●  仕様：B5判 88ページ／ 

指導者用解答付　➡ p. 54

●  教科書とほぼ同じ構成で，書き込みスペー
スを拡大した，授業用ノート

●  価格：650円＋税（予価）
●  仕様：B5判 176ページ（予定）／ 

指導者用解答付

Workbook ●

●  豊富な設問で言語材料の定着に役立つ
●  価格：636円＋税
●  仕様：B5判 72 ページ／別冊解答付 

 ➡ p. 55

●  豊富な設問で言語材料の定着に役立つ
●  価格：650円＋税（予価）
●  仕様：B5判 112ページ（予定）／ 

別冊解答付

リスニングCD ●

●  本文の通し読み／ターゲット文法の例文
を収録

●  価格：1,000円＋税
●  仕様：CD1枚

●  本文の通し読み／ターゲット文法の例文
を収録（予定）

●  価格：1,000円＋税（予価）
●  仕様：CD1枚（予定）

①生徒の興味・関心を引くトピック
②文法事項の定着，さらに発信していくための基礎練習
③授業がスムーズに展開できる，見開き1パート構成

 代表　伊東　治己（関西外国語大学教授）
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多くの先生方から，
「NEW ONE WORLDは

題材がおもしろい」
とご好評をいただいています。




