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 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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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.
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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。

18



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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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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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
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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

19


