
USE Lesson 9Read

117116 one hundred and seventeenone hundred and sixteen

1st Reading  内容のおおすじをつかむ
それぞれの記事のキーワードは何か，下から選び，記号を書き入れよう。
　　　　Spring （　　）　Summer （　　）　Fall （　　）　Winter （　　）

（a） field trip （b） festival （c） the sports day
（d） New Year’s Day （e） obon （ f ） first day at school

2nd Reading  細かい内容をおさえる
1. 下線部に英語を入れて，本文の内容に合うように文を完成させよう。
　（1） Emma’s school life in Japan 　　　　 on April 　　　　 .　（ 1 ）
　（2） Emma 　　　　 　　　　 　　　　 in Japanese.　（ 1 ）
　（3） Emma 　　　　 her 　　　　 in Kyoto.　（ 2 ）
　（4） The fire is for the 　　　　 spirits.　（ 2 ）

　（5） Emma’s school 　　　　 its sports day on 　　　　 　　　　 .　（ 3 ）
　（6） The students ran 　　　　 , jumped 　　　　 and played 　　　　 . （ 3 ）
　（7） Emma visited 　　　　 　　　　 on New Year’s Day.　（ 4 ）
　（8） Emma 　　　　 an omikuji and 　　　　 daikichi.　（ 4 ）
2. 英文の中からあてはまる箇所を探そう。
　（1） 記事の中の「いつ」を表す語句を○で，「どこで」を表す語句を 　 で囲もう。
　（2） 各記事のテーマを表す英文を，それぞれから1文ずつ選び，下線を引こう。

3rd Reading  内容をふり返る
下の例にならって，Summer, Fall, Winterの写真についても書いてみよう。
例 Spring：  On April 5, Emma’s school life in Japan started.  She saw 

cherry blossoms in the schoolyard.

●1年間のエマのブログから，思い出の記事を集めました。
　エマがそれぞれの季節でどんなことをしたのか，注意しながら読んでみよう。

5

10

3 Our school had its 

sports day today.  Many 

people came.  We ran 

races.  We jumped rope.  We played tug-

of-war.  My team did not win, but win or 

lose, we all had a good time.

4 I visited a shrine 

on New Year’s Day.  I 

hoped for good luck, 

and I drew an omikuji. I got daikichi!  

Japanese culture is interesting.

［135 words］

Fall October 10

Winter January 1

5

10

1 I just got back from 

my first day at school.  I 

saw cherry blossoms in 

the schoolyard.  I met my classmates and 

teachers.  I wrote my name in Japanese.  

My school life in Japan started today.

2 I visited a friend 

of mine in Kyoto.  I 

saw okuribi on the 

mountain.  My friend said, “The fire is 

for our ancestors’ spirits.”  

I learned about obon. 

Spring April 5

Summer August 16

 〼 ju
▼
st  ちょうど今

 〼 go
▼
t ← get  getの過去形

 〼 ba
▼
ck  帰って

 〼 get back from ～  ～から戻る

 〼 che
▼
rry  サクラの木

 〼 blo
▼
ssom(s)  花

 〼 me
▼
t ← meet  meetの過去形

 〼 wro
▼
te ← write  writeの過去形

 〼 sta
▼
rt(ed)  始まる

 〼 a friend of mine  私の友人（の1人）

 〼 mo
▼
untain  山

 〼 sa
▼
id ← 〼 sa

▼
y  sayの過去形

 〼 fi
▼
re  火

 〼 spi
▼
rit(s)  霊

 che
▼
rry blo

▼
ssoms  サクラの花

 a
▼
ncestor(s)  先祖

Words

 〼 i
▼
ts  その

 〼 ca
▼
me ← come  comeの過去形

 〼 wi
▼
n  勝つ

 〼 lo
▼
se  負ける

 〼 win or lose, ～  勝っても負けても～

 〼 a
▼
ll  みんな

 〼 shri
▼
ne  神社

 〼 ho
▼
pe(d)  望む

 〼 hope for ～  ～を願う

 〼 lu
▼
ck  運

 〼 dre
▼
w ← draw  draw（引く）の過去形

 〼 cu
▼
lture  文化

 spo
▼
rts da

▼
y  （学校の）運動会（の日）

 ro
▼
pe  縄

 tu
▼
g-of-wa

▼
r  綱引き

 Ne
▼
w Ye

▼
ar’s Da

▼
y  元日，1月1日

Words

読む前に，タイトルや写真などから内
容を予測してみよう。

Notes
●五山送り火
お盆には，「迎え火」や「送り火」をたい
て，先祖の霊を案内することが多い。
京都では，如意ヶ嶽の「大文字」など，5
つの山で送り火がたかれる。
◆at school （l.3）

aや theをつけない場合，schoolは
「（教育・勉強の場としての）学校で」と
いう意味を表す。建物について言うと
きは，aや theをつける。
◆My friend said,   “…” （ll.12-13）

A said, “…”の形で，「Aが『…』と言っ
た」を表す。
◆ancestors’ （l.13）

-(e)sで終わる複数形の場合，「～の」と
いう意味の「’」（アポストロフィー）は単
語の最後につける。

Check
A its （l.2）は何を指しますか。
B ＜過去形＞の動詞を抜き出そう。
（pp.116-117）

Think

エマの記事の中で，印象に残った部
分を抜き出してみよう。

物語文

Tips for Reading
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NEW CROWN  ENGLISH SERIES New Edition

USE Read
習得したものを活用する① 

● GET で身につけた知識を活用して，長文を「読む」力を育てます。 ●ジャンルやテキストタイプを意識して，さまざまな文章を読みます。
・文法は GET で既に学んでいるので，ここでは長文を読むことに集中できます。 ・「新聞の記事」「E メール」「ウェブサイトの記事」「絵日記」「物語」など，多様な教材を用意しました。

標準配当時間：見開きで 2 時間

レ
ッ
ス
ン
構
成

場面設定と読む目的を明確にしました。

題材の背景や注意すべき語法について
の参考情報を掲載しています。

新出語句に意味を付けました
単語の学習の負担を減らし，「読む」　
活動により集中することができます。

NEW

読みかたのコツがわかります
例）
・タイトルや写真から内容を想像する
・代名詞や言い換えの語句などの照応
・主張とその理由
・5W1H を読み取る

など

NEW

読みを深めていく
スモールステップのタスク
1st Reading では内容のおおすじをつか
み，2nd Reading では細かい内容を理
解し，3rd Reading では内容を整理し
たりまとめたりします。

NEW

テキストタイプを示しました
3 つのテキストタイプに分類しています。

NEW

Lesson 2

17seventeen

3rd Reading  内容を整理する
　英文の内容について下の表を完成させよう。

19世紀 現在
影響を
与えたもの （  ,  Naruto）

影響を
受けた人 young French people

その他

・ 200以上の浮世絵を集めた。

3 Today young French 

people experience Japanese 

art in new ways.  Many 

French bookstores sell 

DRAGON BALL, Naruto and 

so on.  These manga are new 

and interesting to young 

French people.  Characters’ 

faces clearly express their feelings.  Their 

movements are shown in many ways.  The stories are 

simple and clear.  For these reasons, manga has 

become very popular in the last few decades.
4 In these ways, French people have enjoyed 

Japanese art for hundreds of years.  Maybe you know 

where to find examples of French culture in Japan.  

If you do, please contact me at my blog. 

［183 words］

86

PAR ICI,
VÉGÉTA !!

JE VAIS 
TOUS NOUS

TÉLÉPORTER !!

GNN !!

AGRIPPEZ-
VOUS !!

C'EST FICHU ! 
ON N'Y ARRIVERA
PAS À TEMPS !!

G
R
R

DRAGON BALL©1984 by BIRD STUDIO/SHUEISHA Inc.

5

10

15

 〼 experience [ikspíəriəns]
 経験する

 〼 sell [sél] 売る

 〼 ～ and so on  ～など

 〼 clearly [klíər li] はっきりと

 〼 express [iksprés] 表現する

 〼 movement(s) [múːvmənt(s)] 動き

 〼 shown [ʃóun] ← show 
 show（示す）の過去分詞形

 〼 simple [símpl] わかりやすい

 〼 hundereds of ～  何百という～

 〼 maybe [méibi] たぶん

 〼 contact [kά ntækt] 連絡をとる

 DRAGON BALL [drǽgən bɔ ː l]
 ドラゴンボール｟マンガの名前｠

 decade(s) [dékeid(z)] 10年

Words

Check
A 次の語句は何を指していますか。
　these reasons (l.11)，these ways 

(l.13)，do (l.16)
B ＜現在完了形＞を含んだ文を抜き出そ
う。（pp.16-17）

C タイトルにあるThenとNowについ
て書かれている部分はどこですか。
（pp.16-17）

Think

　 最後に，Maybe you know 
where to find examples of 
French culture in Japan. ～ 
と書かれています。思いつく例
をあげてみよう。

説明文

E3203_L2_R_28NC.indd   17 2014/04/09   18:32

Lesson 4

43forty-three

3rd Reading  内容を整理する
1. 各段落の時を表す語句に下線を引いて，物語の流れを確認しよう。
2. 下線部に適する語句を入れて，禎子さんについての年表を作ろう。

On 　　　　 ，1945 An atomic bomb was dropped 
but Sadako 　　　　　　　　　  .

When Sadako was in the　　　　 grade She 　　　　　　　　　　　  .

A month after the sports day She 　　　　　　　　　　　  .

When Sadako was twelve She 　　　　　　　　　　　  .

After Sadako 　　　　 A statue for her 　　　　　　　  .

4 In the hospital, Sadako received some paper 

cranes.  She remembered the custom, “If you make a 

thousand cranes, you will get well.”  She made many 

cranes.  She made a wish on them for good health.  

She didn’t lose her hope, but she never left the 

hospital.  Her life ended when she was only twelve.
5 After Sadako died, it was difficult for her 

friends to accept her death.  They built a statue of 

her.  It now stands in Hiroshima Peace Memorial 

Park.  Every year many people send paper cranes to 

Hiroshima from around the world.  The cranes are 

for Sadako and for peace.

［226 words］

禎子さんが折った折り鶴

5

10

 〼 receive(d) [risíːv(d)] 受け取る

 〼 crane(s) [kréin(z)] ツル

 〼 custom [kʌ stəm] 風習

 〼 get well  （病気が）なおる

 〼 wish [wíʃ] 願い

 〼 made a wish  願いごとをする

 〼 accept [əksépt] 受け入れる

 〼 death [déθ] 死

 〼 statue [stǽtʃuː] 像

 〼 memorial [məmɔ ː riəl] 記念の

 〼 around the world  世界中

 paper crane(s)
 [péipər  kréin(z)] 折り鶴

 Peace Memorial Park
 [pí ːs məmɔ ː riəl pά ːrk]
 平和記念公園

Words

Check
A 次の語句は何を指していますか。
　them (l.4)，they (l.8)，it (l.9)
B ＜動詞 + A + B＞ ＜ It ～ （for …） 

to＞の形を含んだ文を抜き出そう。
（pp.42-43）

Think

　 広島に折り鶴を送るとき，あなた
ならどんなメッセージをつけるか
考えて，書いてみよう。

物語文

E3403_L4_R_28NC.indd   43 2014/04/09   17:50

読んだ回数をチェックし，学習の記録と
して残します。

語数を段階的に増やし，高校に
つなぎます
　〔1 年〕　～ 100 語程度（Lesson 7 から）
　〔2 年〕　～ 200 語程度
　〔3 年〕　～ 300 語程度
☆標準レベルの高校 1 年の英語教科書の
　Lesson １は，300 語程度の本文で構成
　されています。

テキストタイプに合わせた
リーディングタスク
3rd Reading は，それぞれのテキストタ
イプに合わせて作られています。

指示語の照応や文法事項を確認します。

読んだ内容について考えるタスク
文章から学んだことや自分の考えを整理
します。論理的・批判的思考力を育てます。



USE

118 one hundred and eighteen

Write

 1 健が紹介記事を書いています。

 Step 1  できごとを選ぶ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

Step 2  日本語でメモを作る

□ 鎌倉に行った
□ お弁当を食べた
□ 友達と話した
□ 大仏を見た
□ 寺社を巡った
□ 博物館に行った
□ 歴史を勉強した

□ 楽しかった

Step 3  日本語のメモから項目を選び，英語でメモを作る

Opening できごと ・field trip

Body
どこで・何を
したか

・visited / Kamakura
・saw / big Buddha
・studied / history / museum

Closing 感想・まとめ ・enjoyed / Kamakura  

　 Step 4  英語のメモをもとに，文章を書き，タイトルと署名をつける

 
 Our school has two field trips every 

year.  We visited Kamakura in November.  

We saw a big Buddha.  We studied the 

history of the city at the museum.  We 

enjoyed Kamakura very much. 

city 町

Field Trip to Kamakura
Kato Ken

 （1） Step 2  の日本語のメモのうち， Step 3  の英語のメモで取り上げたものにチェック□✓しよう。
 （2） Step 4  の英文のうち，Opening，Body，Closingはどの部分ですか。／で区切ろう。
 （3） Step 4  の文章を書くとき，内容や構成について，健がどんな工夫をしているか話し合おう。

校外学習

Buddha 大仏　　history 歴史

学校生活について記事を書こう
●1年間の学校生活の中で印象深かったできごとを，ウェブサイトの記事に書いて，
海外の中学生に紹介しよう。

記事には「タイトル」と
「署名」がついているね。

行程表　11月 鎌倉 校外学習
 9:00 駅に集合
 ～ （電車で移動）
 11:00 大仏　見学
 12:00 昼食
 13:00 寺社巡り
 15:00 博物館　見学
16:00 駅で解散

p118-119_E1904_L9_W_28NC_三.indd   118 2015/03/09   11:46

Lesson 9

119one hundred and nineteen

記事

 2 クラスやグループで協力して，「印象深かった学校生活」について，紹介記事を書く練習をしよう。
 （1） 「どんなできごとか」「何をしたか／何があったか」「どう感じたか」を書き出そう。
   

 （2） （1）で書き出した「できごと」から1つ選んで，話し合ってメモを作ろう。

 Step 1  できごとを選ぶ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

Step 2  日本語でメモを作る

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Step 3  日本語のメモから項目を選び，英語でメモを作る

Opening できごと

Body
どこで・何を
したか

Closing 感想・まとめ

 （3） （2）のメモをもとに，話し合って紹介記事を完成させよう。

 3 あなたにとって印象深かった学校生活について，紹介記事を書こう。

①　one-day camp （日帰りの）キャンプ　　sports day 運動会　　school festival 文化祭
②　cook curry カレーを作る　　 win the first prize 優勝する
③　make friends with ～ ～と友達になる　　have a good time 楽しむ
　

［付録］いろいろな単語pp.148-151
Idea Box

◆時間の順に並べてできごとを紹介するとわかりやすいよ。

校外学習の行程
11:00　　大仏　見学
12:00　　昼食（サンドイッチ）
13:00　　寺社巡り

 I saw a big Buddha.  (11:00)   I had sandwiches 

for lunch.  (12:00)   I visited some temples and 

shrines after lunch.  (13:00) 

Tips for Writing ❶

temple(s) 寺

過去形を使ってできごとを
書くことができるかな？
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NEW CROWN  ENGLISH SERIES New Edition

USE Write
習得したものを活用する② 

●スモールステップで「書く」力を育てます。 ●文章の構造，書く手順，書くコツが身につきます。
・文章作成のプロセスを，モデルを参考に順を追って理解します。 ・文章作成のプロセスを理解した後，クラスやグループで書く練習をし，最後に自分の力で書きます。

標準配当時間：見開きで 2 時間

レ
ッ
ス
ン
構
成

Lesson によって Write または Speak となります。

書く手順を「見える化」
4 つのステップで，モデル文の作成プロ
セスや文章構成を理解します。

NEW

NEW

トピック選定

日本語メモ

英語メモ

英文作成

↓

↓

↓

文章の構造を「見える化」
典型的な英語の文章構造に繰り返し触
れ，型を身につけます。

NEW

Opening 

Body 

Closing

↓

↓

記事（Web ／新聞）・アンケート・エッ
セイ・手紙・メール・自己紹介カード・
要約文のジャンルを配置しています。

協働学習で実作を体験
クラスやグループでの協働学習を通じ
て，左ページの 1 と同じステップを踏み，
実作します。

書きかたのコツがわかります
まとまりのある英文を書くためのコツを
示しています。
☆時系列に並べる，例示する，理由を述
　べる，文と文をつなぐなどを配置して
　います。

英文を書く際に使える表現をまとめて
います。

NEW

NEW



USE

94 ninety-four

Speak 発表

プレゼンテーションをしよう
●クラスで人気のあるものを調べて，国際交流イベントで発表しよう。

 

  

Hello, everyone.  I‛m going to talk about 
sports. Look at this graph.  It shows the 
four most popular sports in our class. 
 
What‛s the most popular?  Baseball is. Soccer and 
basketball are in second place.  Tennis is the least 
popular of the four. 
 
Team sports are more popular than individual sports.  
That‛s all.  Thank you for listening. 

Opening

● あいさつ
● 何について発表するか

Body

● 何が人気か
● ほかと比べてどうか

Closing

● まとめ／●あいさつ

graph　グラフ　　individual　個人の

  

 1 ラージが書いたプレゼンテーションの原稿の構成を確認しよう。
 ・ ラージは何について発表するつもりですか。テーマを  で囲もう。
 ・ 「何が人気か」「ほかと比べてどうか」を表す英文に下線を引こう。

 2 クラスやグループで協力して，クラスで人気のあるものを調べて，メモを作ろう。

 

【テーマ】  

【調査結果】  

【分析，感じたこと】  

【まとめ】  

【ラージが書いたプレゼンテーションの原稿】

① Students in our class like these kinds of movies.　 私たちのクラスの生徒はこれらの種類の映画が好きです。
②  What kind of movie is the most popular?　 どんな種類の映画が一番人気がありますか。
 Our class likes action movies the best.　 私たちのクラスはアクション映画が一番好きです。
③ Thank you for your attention.　 ご清聴ありがとうございます。
　

［付録］いろいろな単語 pp.136-139
Idea Box

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

baseball soccer basketball tennis 
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Lesson 7

95ninety-five

プレゼン
テーション

 3 2 で作ったメモをもとにプレゼンテーションの原稿を書こう。

 

  
Hello, everyone.  I‛m going to talk about   .
Look at this graph.  It shows  
                                                     . 
 
 
 
 
 
 
That‛s all.  Thank you for listening. 

Opening

● あいさつ
● 何について発表するか

Body

● 何が人気か
● ほかと比べてどうか

Closing

● まとめ／●あいさつ

 4 1 のラージの発表を聞いて，どんな工夫をして話しているか話し合おう。
     　　　 

 5 クラスで人気のあるものについてプレゼンテーションをしよう。
 （1） あなたが書いた原稿を聞き手に効果的に伝えるには，どんな工夫ができるか考えよう。
     　　　 

 （2） 聞き手に伝わるようにプレゼンテーションをしよう。
  ◆ 友達の発表を聞いて，聞き手に伝わるように工夫している点をメモしよう。
  わからなかったことは質問してみよう。

　
Tips for Speaking ❷ ◆画像や音声，表やグラフなどを使うと，聞き手に伝わりやすくなるよ。

Look at this picture. Who’s singing?  Please guess. This graph shows …

p094-095_E2704_L7_S_28NC_再.indd   95 2015/03/09   21:22
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NEW CROWN  ENGLISH SERIES New Edition

●スモールステップで発表形式の話す力を育てます。 ●スピーチやプレゼンテーションなどの活動をします。
・タスクを通して，自分の意見や考えを効果的に伝えるにはどうしたらよいかを考えます。 ・さまざまなトピックについての意見や考えを，聞き手に効果的に伝える練習をします。

標準配当時間：見開きで 2 時間

レ
ッ
ス
ン
構
成

（2 年 Lesson 7 の Speak を紹介します。）

モデル原稿は構造を「見える化」
USE Write と同様に， 典型的な英語の文
章構造に繰り返し触れ，型を身につけ
ます。

Opening 

Body 

Closing

↓

↓

英文を書く際に使える表現をまとめて
います。

スリーヒント・クイズやストーリー・
リテリング，プレゼンテーション，
スピーチを配置しています。

Guided Writing で効率的な
原稿づくり

「話すこと」の活動に時間がかけられる
ように，モデルの英文や，Idea Box を
使って，原稿作りができるようになっ
ています。

音声として表現するスキルを
養います
4 では，発表のモデルを聞いて，音声
面の工夫について気づかせます。
5 では，効果的に伝えることを意識し
ながら発表します。

発表するときのコツがわかります
スピーチやプレゼンテーションなどを
発表するときのコツを示しています。
☆表情や姿勢，ジェスチャー，ビジュ
　アル・エイドの使い方などを配置し
　ています。

NEW

NEW

USE Speak 発表
NEW

習得したものを活用する③ 



USE

48

Speak 会話

forty-eight

 1  町のレストランについて会話しよう。

Skit

 ＋1：一言追加しています。　 ：相手の言ったことを確認しています。

 

 

  

   

  

①  Is there a good restaurant 

in our town?

Meiling

   

②  Yes, there is.  There is a good 

curry shop near the station.
＋1

Ken
③   Oh, a curry shop? 

  I love curry!
＋1

会話を広げよう
（相手の言ったことを確認する）

 Step 1  会話を確認しよう。
   （1） ①～③を声に出して読もう。
   （2） ペアで①～③の Skit  を演じよう。

 Step 2  会話の流れを考えよう。
   （1） ①～③のあと，2人の会話はどのように続いていくでしょう。
   （2）  ＋1  の下線部や  の部分には，他にどんな英語が入るで

しょう。
   （3）  ②で，健が “No, there isn’t.”と答える場合，どんな会話にな

るでしょう。

 Step 3  ペアで自由に会話しよう。
   ・ “Is there a good restaurant in your town?”で会話を始めよう。
   ・（1分以上）会話を続けよう。

★つなぎことば
Well, / Let’s see, / Let me see. / 
Ah, / Uh, / I mean, / You know,

★相づち
Me too. / Oh, yes. / Really? / 
Wow! / Oh, no! / Cool! / 
That’s a good idea. / 
Is that so? / I didn’t know that. / 
I think so too. / How exciting!

★質問 　
Do you often go to the shop?
Is it in front of the station?
What kind of curry do you like?
Do you know any other shops?
　

Idea Box
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Lesson 4

49forty-nine

チャット

 2 次の会話を参考に，それぞれのトピックについてペアで自由に会話しよう。
 A  余暇の過ごし方について

 

  

   

 

　

 B  休みの予定について

 

  

   

  

　

What do you do in your free time?

Meiling

   
I like watching J. League soccer on TV.

Ken
  Ah, J.League.   What’s your favorite team?

＋1

J. League　Jリーグ

Do you have any plans for your vacation?

Meiling

   
Yes.  I’m going to visit my aunt in Kobe.

＋1

Ken
 Oh, are you?   What are you going to do there?

＋1

plan（s）　計画

　
◆相手の言ったことを確認する
1．相手のことばをくり返す
　例 A: I like the Giants.
 B: The Giants?
2．Are you? / Do you? などを使う
　例1 A: I’m from Australia.
 B: Are you?
　例2 A: I play the piano.
 B: Do you?

3．～, right?などを使う
　例 A: I want to help sick people.
 B: So you’ll be a doctor, right?

Tips for Communication ❷ ［付録］会話表現pp.140-141

want to ～　～したい
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NEW CROWN  ENGLISH SERIES New Edition

USE Speak 会話
習得したものを活用する④ 

●スモールステップで，「やりとり」形式の話す力を育てます。 ● 3 年間を通して，ことばの機能にフォーカスして活動します。
・日常的なトピックを扱い，タスクを通して，会話を続けたり，広げたり，深めたりする工夫に気づかせます。 ・「一言追加する」「質問する」「相づちをうつ」「つなぎことばを使う」などの機能を確認し，練習します。

標準配当時間：見開きで 1 時間

レ
ッ
ス
ン
構
成

（2 年 Lesson 4 の Speak を紹介します。）

NEW

会話をつなげていくことが
ねらいです
どんなトピックであれ，確認する表現
を意識しながら，会話を広げていくこ
とが目的です。

（　）内は，ここで意識すべきことばの
機能や使い方を示します。
☆ Tip for Communication と連動して
　います。

会話のつなぎかたを意識するタスク
「このあとどう続ける？」
「別の流れだとどんなことを言う？」
など，会話をどう続けていくか，考えさ
せます。

モデル文は会話の始めの部分を提示し
てあります。

会話で使える表現をまとめています。

自分たちで即興的に話す活動をします。

会話を続けるためのコツが
わかります
活動でフォーカスしたことばの機能と
表現例を紹介しています。
☆「質問する」「相づちをうつ」「相手
　の言ったことを確認する」などを配
　置しています。
☆巻末の付録「会話表現」では会話で
　使える表現が一覧できます。（2, 3 年）

NEW

会話を続けよう

（同意している）

（驚いている）

（理解している）

I like monkeys very much.

Me too.

Really?

Oh, I see.

【その他の表現】
  同意している：Oh, yes. / I think so too. / I agree. / That sounds great. / That’s a good idea.
  驚いている：Wow! / Cool! / Oh! / Oh, no! / Is that so? / I didn’t know that. / No kidding.
  理解している：That’s nice. / Good. / I get it. / I understand.

（ものに
  関すること）

（時に
  関すること）

（人に
  関すること）

Can you play baseball?

Yes. 
I bought a new glove.

Yes. 
I play it every day.

No.  
But my father likes it.

【その他の表現】
  What （もの）： I bought a new bat yesterday. / I hit five home runs this year.
  When （時）： I play it on Mondays. / I practice it three times a week.
  Who （人）： I want to be a good player like Ichiro. / I respect Pete Gray.
  Where （場所）： I usually play it in City Park. / My dream is playing in Koshien.

了解を示す：All right. / OK. / Sure. / No problem.
喜びや感動を示す：That’s nice! / Good! / Cool! / That’s great! / How exciting!
同情，残念な気持ちを示す：That’s too bad. / It’s very sad. / Don’t worry about it.

When did you start 

practicing kendo?

Well, . . . maybe in 2010, 
when I was in the third 
grade.

I like music.  I’m a 
member of the music 
club.

Let me see.  I started it 
when I was eight.  So it 
was . . . seven years ago.

【その他の表現】
  Um, … / Ah, … / Let’s see. / You know, … / I mean, …

会話を広げよう・深めよう

（ものについて）

（時について）

（人について）

What do you play?

When did you join 
the music club?

How many members 
does your club have?

【その他の表現】
  What （もの）：Do you play jazz? / What kind of music do you like? / What’s your favorite music?
  When （時）：Do you practice every day? / How often does your club practice in a week?
  Who （人）：Do you like Mr Sakamoto? / Who’s your favorite musician? / Are you a Taro fan?
  Where （場所）：Where do you usually practice? / Have you been to City Music Hall?

（助動詞や
　be 動詞を使う）

（相手のことばを
　引用する）

Our class won the first 
prize at the chorus contest.

Oh, did you?

The first prize?

【その他の表現】
  助動詞や be 動詞を使う：Are you? / Is it? / Do you? / Can you? / Will you?
  相手のことばを引用する：Your class? / At a chorus festival?
  相手の言ったことを言い換える：So, you’re No. 1, right?
  相手のことばが聞き取れなかったとき：Pardon? / Excuse me? / Can you say it again?

わからないことを伝える：I don’t understand. / What does it mean? / What do you mean?

相手の意見や考えを聞く：How about you? / What do you think ～ ?

I went to an amusement 
park last Sunday.

That’s great. 
How was it?

I have never been there.  
What was it like?

【その他の表現】
  Why? / Why not? / How come? / What is it about? / 

  How did you like it? / What happened?

相づちをうつ1

相手に質問する1

相手の言ったことを確認する2

相手に詳しい説明を求める3

一言つけ加える2

つなぎことばを使う3

140

付
録

one hundred and forty

会話表現
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会話を続けよう

（同意している）

（驚いている）

（理解している）

I like monkeys very much.

Me too.

Really?

Oh, I see.

【その他の表現】
  同意している：Oh, yes. / I think so too. / I agree. / That sounds great. / That’s a good idea.
  驚いている：Wow! / Cool! / Oh! / Oh, no! / Is that so? / I didn’t know that. / No kidding.
  理解している：That’s nice. / Good. / I get it. / I understand.

（ものに
  関すること）

（時に
  関すること）

（人に
  関すること）

Can you play baseball?

Yes. 
I bought a new glove.

Yes. 
I play it every day.

No.  
But my father likes it.

【その他の表現】
  What （もの）： I bought a new bat yesterday. / I hit five home runs this year.
  When （時）： I play it on Mondays. / I practice it three times a week.
  Who （人）： I want to be a good player like Ichiro. / I respect Pete Gray.
  Where （場所）： I usually play it in City Park. / My dream is playing in Koshien.

了解を示す：All right. / OK. / Sure. / No problem.
喜びや感動を示す：That’s nice! / Good! / Cool! / That’s great! / How exciting!
同情，残念な気持ちを示す：That’s too bad. / It’s very sad. / Don’t worry about it.

When did you start 

practicing kendo?

Well, . . . maybe in 2010, 
when I was in the third 
grade.

I like music.  I’m a 
member of the music 
club.

Let me see.  I started it 
when I was eight.  So it 
was . . . seven years ago.

【その他の表現】
  Um, … / Ah, … / Let’s see. / You know, … / I mean, …

会話を広げよう・深めよう

（ものについて）

（時について）

（人について）

What do you play?

When did you join 
the music club?

How many members 
does your club have?

【その他の表現】
  What （もの）：Do you play jazz? / What kind of music do you like? / What’s your favorite music?
  When （時）：Do you practice every day? / How often does your club practice in a week?
  Who （人）：Do you like Mr Sakamoto? / Who’s your favorite musician? / Are you a Taro fan?
  Where （場所）：Where do you usually practice? / Have you been to City Music Hall?

（助動詞や
　be 動詞を使う）

（相手のことばを
　引用する）

Our class won the first 
prize at the chorus contest.

Oh, did you?

The first prize?

【その他の表現】
  助動詞や be 動詞を使う：Are you? / Is it? / Do you? / Can you? / Will you?
  相手のことばを引用する：Your class? / At a chorus festival?
  相手の言ったことを言い換える：So, you’re No. 1, right?
  相手のことばが聞き取れなかったとき：Pardon? / Excuse me? / Can you say it again?

わからないことを伝える：I don’t understand. / What does it mean? / What do you mean?

相手の意見や考えを聞く：How about you? / What do you think ～ ?

I went to an amusement 
park last Sunday.

That’s great. 
How was it?

I have never been there.  
What was it like?

【その他の表現】
  Why? / Why not? / How come? / What is it about? / 

  How did you like it? / What happened?

相づちをうつ1

相手に質問する1

相手の言ったことを確認する2

相手に詳しい説明を求める3

一言つけ加える2

つなぎことばを使う3
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