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●本課の内容

p.21
学習項目

文法：現在（進行）形

機能表現：あいづちで関心を示す  

発音：/l/ と /r/

pp.22-23
文法

現在（進行）形

A．現在の状態を表す（現在形：状態動詞）

B．いつもすることを表す（現在形：動作動詞）

C．している最中のことを表す（現在進行形）

D．これからの予定を表す（現在進行形：予定）

p.24
自己発信

自分のことを話す

SHARE　 クラスメイトにインタビューして自分のグループのメンバーに紹介する。

WRITE　朝の習慣について接続詞，副詞を使って時系列にそって書く。

LOGICAL THINKING　文と文のつながりを意識して，まとまりのある文章をつくる。

●本課のねらい・指導上の留意点

会話表現
登校中の高校生がクラスメイトに会って，学校への交通手段をたずねるという会話を学習す
る。それをもとに，通学手段や通学時間を伝えられるようにする。

文法

動詞については，中学では「一般動詞」と「be 動詞」の区別を学習しているが，ここでは
「状態動詞」と「動作動詞」があることに触れる。
また，動詞の時制のうち，現在のことを表す現在形と現在進行形を学習する。現在形は今現
在のことだけではなく，「今」を中心として過去から未来へと広がるある程度の期間のことを
表す。
A． 現在形：状態動詞　live，know，like，have などの動詞は現在の状態を表す状態動詞。

「住んでいる」「知っている」という日本語につられて現在進行形にしないように。
B． 現在形：動作動詞　eat，play，go などは，始まりと終わりのある � 回のまとまった動

作を表す動作動詞であり，現在形ではいつもしていること，習慣的に繰り返し行ってい
ることを表す。

C． 現在進行形　今現在している最中のことを表す。進行形の学習ポイントは，①進行形の
意味を理解すること，②動詞の ing 形のつくり方を理解すること，③適切な be 動詞を使
うことの � つと言われている。このうちミスが生じやすいのは③で，生徒が be 動詞を落
としがちなので，注意させたい。

D． 現在進行形：予定　近い未来を表す現在進行形を学習する。教科書では触れていないが，
現在形で確定的な未来を表すこともある。

自己発信

中学でも英語での自己紹介は経験していると思われるが，この最初の LESSON では，それ
とは違う角度から自分や身近な人のことを伝える。SHARE では，クラスメイトのことを紹
介する。クラスメイトにインタビューした内容をもとに，グループのメンバーに紹介する。
WRITE では，自分の朝の習慣について伝える活動を行う。

Meeting People
1

LESSON

自分のことを話す
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6校6校

 ● 本課導入前

 ⑤ 語順トレーニング（５文型）（紙面見本 p.13）
 ⑥ Introduction 練習シート（p.14）

 ● Start-Up

 ⑭ ディクテーションシート（p.30）

  ● INTERACTIONS

  例文を通した文法学習
  ⑦ Grammar 導入シート（p.15）
  ⑪ 例文暗唱シート（p.27）
  ⑬ Grammar 練習シート（p.29）
  ⑭ ディクテーション・シート（p.30）
  活動サポート
  ⑧ CHECK/TASKワークシート

（pp.24-26）
  語彙学習
  ⑫VOCABULARY確認シート（p.28）

 ● ACTIVE LEARNING

 ⑨ SHAREワークシート（p.17）
 ⑩WRITE ワークシート（pp.18-19）

  ●各レッスンのまとめ

  ①各課小テスト（p.20）
  ②評価問題（pp.22-23）

1st Zoneでは，自分のことや身近な人のことを話すことができる
ようにします。自分や家族のことを紹介したり，週末や休日にしたこ
と，今後の予定，旅行の思い出，そして学習や課外活動について話し
たりします。

　ペアやグループで会話をするときは，相手の話をよく聞いて，それ
に反応したり問いかけたりすることで会話が続くようにしましょう。文

章を書いたり発表したりするときは，自分の伝えたいことが伝わるよ
うな正しい英語になっているかどうか，相手に伝わるような話し方が
できているかどうかも意識しましょう。このZoneでは，いつのこと
を表すのかに注意して，英語の動詞を正しい形で使えるようにします。

1st Zone

LESSON 1  自分のことを話す
LESSON 2  休日・週末にしたことを話す
LESSON 3  予定について話す
LESSON 4  旅行について話す  
LESSON 5  学習・課外活動について話す

自分のことや身近な人のことを話す
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1
LESSON Meeting People

自分のことを話す

学校の近くで，登校中のMikeとShotaが会いました。Start-Up

Mike：  Good morning, Shota!
Shota：  Oh, good morning, Mike! Do you walk to  

school?
Mike：  No. I live far from here, so I usually  

take the train. It takes about an hour. 
Shota：  An hour? Wow! I live nearby, so I can walk    An hour? Wow! I live nearby, so I can walk    

to school. It only takes ten minutes.
Mike：  Oh, really! You’re lucky! I don’t like the long train ride.

相手からの問いかけに答えたら，もう 1つ情報を加えましょう。会話
にリズムが生まれ，その情報をもとにさらに会話を発展させることができます。

Tips for Better Communication

現在のことは現在形で表すORMS
　現在のことを伝えるときには，動詞の現在形を使います。現在形を使うと，住んでいる所のような
現在の状態や，いつもすることを表すことができます。
I live far from here.
I take the train.
このような文の動詞の現在形が表すのは，「今」を中心として，過去から現在，そして未来へと広がる
時の範囲です。Do you walk to school?であれば，今現在だけのことではなく，「いつも徒歩通学な
の？」とたずねているのです。

あいづちで関心を示すXPRESSIONS
Oh, really! のようなあいづちを打つことで，「そうなんだ!」と相手の話に関心をもっていることを
伝えることができます。Really?なら「そうなの?」というニュアンスです。
例 “I got a new smartphone yesterday.” “Really? The newest model?”  

/l/と/r/の発音OUNDS
/l/は舌先を上の歯茎にあてて発音し，/r/は舌先をどこにもつけず舌全体をうしろに引いて発音

します。
話 live, lucky, like, long, play, usually, only, school / really, ride, from, train, friend, free, every
　　 light / right，lead / read，glass / grass，collect / correct

ALK
会話の内容を確認し，MikeとShotaになりきって会話をしてみよう!

「（学校には）電車で来ます」と言うとき，交通手段を表すbyを使ったI come to school by train.でも通じ
ますが，I take the train.とすると英語らしい表現になります。バスや自転車ならI take the bus. / I ride my bike
［bicycle］.という表現を使います。徒歩通学であればI walk to school. が自然な表現です。

Pick-Up

An hour? Wow! I live nearby, so I can walk  

NTERACTIONS
A 現在の状態を表す 現在形：状態動詞

like
has

-GUIDE

CHECK イラストに合うように，与えられた動詞を使って英文を完成させよう（否定文にする場合もある）。

TASK 話上のCHECKを参考にして，自分の家族を紹介しよう。

B いつもすることを表す 現在形：動作動詞

get
teaches

-GUIDE

CHECK 父親のことについて書いた高校生の文章を完成させよう。

⇒ CTIVE LEARNINGの WRITE の活動（p.24）で， Bの表現を活用しよう。

OCABULARY
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C している最中のことを表す 現在進行形

5  I’m writing an essay for my English class.
6  I think my cat is getting fat.

-GUIDE

5している最中のことを表すときは，現在進行形（am/are/is＋動詞の ing形）を使う。
6変化している途中のことや一時的な状態を表すときも，現在進行形を使う。

CHECK 2人の会話を聞いて，空所を埋めよう。
Kenta and Andy are talking on the phone.

Kenta: What are (　　　) (　　　)? 
Andy: (　　　) (　　　) a poster for my presentation. I have to finish it tonight, but I’m

 (　　　) tired.
Kenta:  That’s too bad. Tom and I (    ) (    ) games online now, but we can help you.
Andy: Really? That’s very kind of you!

TASK 対�上のCHECKの会話を参考にして，電話をかけているという設定で会話をしてみよう。その際，
時間帯は休日や夜など自由に設定しよう。

-GUIDE

相手の発言内容に対して感じたことをあいづちで表現しよう。
・I see.（なるほど）　・Yes, indeed.（確かに）　・I think so, too.（私もそう思います）
・I can’t believe it!（信じられない!）　・Really?（本当？）　・No way!（ありえない!）

・That’s nice［good / great / wonderful / fantastic］!（すばらしい!）　・That’s too bad.（それはお気の毒に）
・I’m sorry to hear that.（それは残念です）　・You’re kidding!（冗談でしょ!）　・Are you serious?（本当に?）

D これからの予定を表す 現在進行形：予定

7  My grandmother is visiting us tomorrow.

-GUIDE

7これからしようとしている個人的な予定を表すときに，現在進行形を使うことができる。

TASK 対今日の午後，または週末の予定について会話をしてみよう。
例A: What are you doing after class?

B: I’m meeting Chris to talk about our plan for this weekend.

A: Are you going somewhere?

B: Yes. We are going cycling.

・do club activities（部活動をする）
・go to cram school（塾に行く）
・come［get］ home（家に帰る）
・a haunted house（お化け屋敷）

Self-Check （できることに を入れよう）
□ A 現在の状態を表すことができる。
□ B   いつもすることを表すことができる。
□ C   している最中のことを表すことができる。
□ D これからの予定を現在進行形で表すことができる。
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NTERACTIONS 自分のことや身近な人のことを話す
A 現在の状態を表す 現在形：状態動詞

1  I like cats very much.
2  My uncle has two cars.

-GUIDE

1「～が好きだ」「～だと思う」のように現在の心理的な状態を表すときは，動詞の現在形を使う。
2「～を持っている」「～に住んでいる」のように現在の状態を表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK イラストに合うように，与えられた動詞を使って英文を完成させよう（否定文にする場合もある）。

［  resemble / like / 
live / believe / 
have / wear ］

I have a little brother and two sisters. My brother still (　　　) in ghosts, so he 

(　　　) haunted houses. My sisters are twins and really (　　　) each other. They 

sometimes (　　　) the same clothes. My grandfather (　　　) in Okinawa. He 

(　　　) a dog and takes it for a walk every morning.

TASK 話上のCHECKを参考にして，自分の家族を紹介しよう。

B いつもすることを表す 現在形：動作動詞

3  I usually get to school at 8:30.
4  My mother teaches biology at a high school.

-GUIDE

3繰り返しすることや習慣になっていることを表すときは，動詞の現在形を使う。usuallyのような副詞を
使うと頻度を表すことができる（always > usually > often > sometimes > rarely > never）。
4職業や習性，話す言語などを表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK 父親のことについて書いた高校生の文章を完成させよう。
My father (　　　) for a car company. He likes cars, but he rarely (　　　). He gets 

up very early in the morning and (　　　) home at seven. He (　　　) the bus and 

the train to work. He usually (　　　) home before dinner. He works very hard.

⇒ CTIVE LEARNINGの WRITE の活動（p.24）で， Bの表現を活用しよう。

OCABULARY

・be good at（～が得意である）
・resemble（～に似ている）
・be a graduate of（～の卒業生である）
・come from（～出身である）

・walk to school（徒歩通学する）
・work for （～で働く）
・get up at （～時に起きる）
・brush one’s teeth（歯を磨く）

・get dressed（着替える）
・have［eat］ breakfast（朝食をとる）
・leave for school（学校に出かける）
・get to school（学校に着く）

CTIVE LEARNING

24

Introducing Yourself  

自分のことを伝えるときに，I like playing the piano. I read many books.のように事実を並べるだけではつなが
りのない文章になってしまいます。I like playing the piano. I really love classical music. のように前の文につな
がるような情報を加えるなど，文と文の関連を意識して，まとまりのある文章にしましょう。

OGICAL THINKING

クラスメイトのことを紹介しようSHARE

クラスメイトにインタビューして情報を集めよう。
例 Which junior high school did you go to?

How do you come to school?
What do you do in your free time?
What is your favorite sport［food/color］?

 インタビューしたクラスメイトのことをメモしよう。
 went to .

He/She  to school.
He/She  in his/her free time.
His/Her favorite .

 グループになって，インタビューしたクラスメイトのことをほかの人に紹介しよう。
聞き手はそれぞれの発表について，感想を言ったり質問したりしよう。

「朝の習慣」について書こう BWRITE

自分が朝していることを書き出そう。
例  I get up at 6:00. I get dressed. I eat breakfast.  
I ride my bike to school. It takes fifteen minutes.

 接続詞（and, but, when）や副詞（first, then）などを使って，時間の流れにそって自分の朝の
習慣を文章にしてみよう。
例  I usually get up at 6:00. First, I get dressed and then take my dog for a walk. After 

that, I eat breakfast and brush my teeth. Then I leave for school at 7:15. 

Self-Check
インタビューしたクラスメイトを紹介することができた。 3  2  1

朝の習慣について，時間の流れにそって書くことができた。 3  2  1

3：よくできた。 2：まあまあできた。 1：あまりできなかった。

指導書本冊別冊・DVD-ROM 収録　ワークシートの使い方（教科書項目との対応） 
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Start-Up　自分のことを話す 　 CD 1─7

□現在の状態やいつもすることは動詞の現在形で表す。
肯定文でも疑問文でも，「いつ」「どこで」という情
報を添えることによって話が具体的で明瞭なものに
なる点にも注意させたい。

□あいづちを打ったり，相手のことばに対して反応を
示したりすることで，会話が発展し，コミュニケー
ションが深まることに気づかせたい。

1. Good morning, Shota!　「おはよう，ショウタ」
2. Oh, good morning, Mike!　「ああ，おはよう，

マイク」
2. Do you walk to school?　「歩いて学校に来てる

の？」
　walk to school「徒歩で通学する」　いつもしている習
慣的な動作を表すときは，現在形を用いる。なお，同じ
意味を go to school on foot で表すこともできるが，
walk to school のほうが一般的。
4. No. I live far from here, so I usually take 

the train.　「違うよ。ここから遠い所に住んでい
るんだ。だからふだんは電車で来ているよ」

　live のように〈状態〉を表す動詞は，日本語に訳すと
「～している」となるものでも原則的に，現在進行形では
なく現在形を使用することに注意する。
　far from ...「…から遠くに」
　usually take the train「ふだん電車で来る」　いつも

している習慣的な動作を表すときは，現在形を用いる。
usually は頻度を表す副詞で，このように一般動詞の前

（be 動詞，助動詞のあと）に置かれるのが一般的。
　この take は「（乗り物）を使う，に乗って行く」とい
う意味。ここでは文脈から「電車に乗って学校に行く［通
学する］」ということだとわかるが，「学校に行く」こと
を明らかにしたい場合は，take the train to school と
言う。なお，the train は特定の列車を指しているわけ
ではなく，この the は総称用法で，同種のもの全体を指
して別種のものと区別している。一部の交通・通信手段
や施設，職業を表す名詞とともに用いられる（the phone，
the bank，the movies，the doctor など）。
5. It takes about an hour.　「 � 時間くらいかかる

んだ」
　It takes ... .「（時間）がかかる」　目的語は「時間」。な
お，〈It takes＋人＋時間＋to do〉だと「（人）が～する
のに（時間）かかる」となる。
例 It takes me an hour to come to school.
　（私が学校に来るのに � 時間かかる）
6. An hour? Wow!　「 � 時間も ?」
　相手の言った an hour を上がり調子で繰り返して，驚
きを表している。Wow! も驚きを表すと同時に相手の話
に興味をもっていることも伝えている。
6. I live nearby, so I can walk to school.　「僕

は近くに住んでるから，歩いて学校に来られるんだ」
　nearby（副）「近くに」　ちなみに，nearby には形容
詞の用法もあり，a nearby station のように名詞の前で
使われる。near（形）は「（場所が）近くの」の意味で
は名詞の前で使われることはない（ただし，比較級や最
上級なら可）。
7. It only takes ten minutes.　「��分しかかから

ないよ」
　 � 行目と同様に，It takes ... . で「（時間）がかかる」
という意味を表している。
　only は ten minutes を修飾しているので，その直前
に置くことも可能だが，特に話しことばでは，一般動詞
の前（be 動詞や助動詞のあと）に置かれる傾向がある。
8. Oh, really! You’re lucky!　「えっ，そうなんだ！　

君はラッキーだね」
　文字通りの意味だが，うらやましい，という気持ちも
含むことがある。
8. I don’t like the long train ride.　「長 時 間 電

車に乗るのは好きじゃないよ」
　「～が好き」など現在の心理的な状態を表すときは，現
在形を用いる。
　train ride「電車に乗ること」
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1
LESSON Meeting People

自分のことを話す

学校の近くで，登校中のMikeとShotaが会いました。Start-Up

Mike：  Good morning, Shota!
Shota：  Oh, good morning, Mike! Do you walk to  

school?
Mike：  No. I live far from here, so I usually  

take the train. It takes about an hour. 
Shota：  An hour? Wow! I live nearby, so I can walk  

to school. It only takes ten minutes.
Mike：  Oh, really! You’re lucky! I don’t like the long train ride.

相手からの問いかけに答えたら，もう 1つ情報を加えましょう。会話
にリズムが生まれ，その情報をもとにさらに会話を発展させることができます。

Tips for Better Communication

現在のことは現在形で表すORMS
　現在のことを伝えるときには，動詞の現在形を使います。現在形を使うと，住んでいる所のような
現在の状態や，いつもすることを表すことができます。
I live far from here.
I take the train.
このような文の動詞の現在形が表すのは，「今」を中心として，過去から現在，そして未来へと広がる
時の範囲です。Do you walk to school?であれば，今現在だけのことではなく，「いつも徒歩通学な
の？」とたずねているのです。

あいづちで関心を示すXPRESSIONS
Oh, really! のようなあいづちを打つことで，「そうなんだ!」と相手の話に関心をもっていることを
伝えることができます。Really?なら「そうなの?」というニュアンスです。
例 “I got a new smartphone yesterday.” “Really? The newest model?”  

/l/と/r/の発音OUNDS
/l/は舌先を上の歯茎にあてて発音し，/r/は舌先をどこにもつけず舌全体をうしろに引いて発音

します。
話 live, lucky, like, long, play, usually, only, school / really, ride, from, train, friend, free, every

　　 light / right，lead / read，glass / grass，collect / correct

ALK
会話の内容を確認し，MikeとShotaになりきって会話をしてみよう!

「（学校には）電車で来ます」と言うとき，交通手段を表すbyを使ったI come to school by train.でも通じ
ますが，I take the train.とすると英語らしい表現になります。バスや自転車ならI take the bus. / I ride my bike
［bicycle］.という表現を使います。徒歩通学であればI walk to school. が自然な表現です。

Pick-Up

An hour? Wow! I live nearby, so I can walk  

教科書 p.21
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F ORMS　現在形

　動詞の現在形で現在の状態や習慣的に行っていること
を表現する。また，現在進行形を用いて，している最中
のことを表現する。
　動詞の現在形は，通常原形と同じ形。主語が三人称単
数の場合には語尾に (e)s をつけて使う。
　
　「～を愛している」「～を知っている」「～を信じてい
る」といった心理的な状態や，「～を持っている」「～に
住んでいる」のような現在の状態を表すときには，動詞
の現在形を用いる。
　現在形を用いた文は，現在の一時点で行っていること
ではなく，ふだん繰り返し行う習慣的な行動を表す点に
注目させる。たとえば，I play the flute.（私はフルー
トを吹く）という文は，今フルートを吹いているという
意味ではなく，フルートを吹くのが趣味だ，あるいは，吹
奏楽部でフルートを担当しているなど，ふだんフルート
を吹いていることを意味している。
　現在進行形は，現在している最中のこと，変化しつつ
あること，また，一時的な状態を表すときに使う。

E XPRESSIONS　あいづちで関心を示す

　あいづちは，相手の言葉に反応し，相手の意見に対す
る関心を示したり，どのように捉えているかを表現した
りする，会話の重要な要素だ。
　教科書で取り上げた例のほかに，uh-huh（上がり調
子で同意を表す），uh-uh（下がり調子で否定を表す），
well（「おやまあ」驚き・非難，「ええと」ためらい，「や
れやれ」安心，「それで？」発言を促す，など），right

（「その通り，わかりました」同意・承知，上がり調子で
「いいですか」確認）などがよく使われる。
　あいづちは短い言葉であるがゆえに，イントネーショ
ンや口調によって意味が変わってくる。相手の話や状況
をきちんと理解したうえで適切に表現する必要がある点
に注意。

Oh, really! / Really?「そうなんだ！」「そうなの？」
　下がり調子で「へえ，そうなんだ」と相手の話に興味
をもっていることを示したり，「そうだね」と同意を表し
たりする（言い方によっては「あ，そう」と無関心さを
示すこともある）。Really?「本当に？」は上がり調子で
驚きや疑念を表す。
例  A: Naoko speaks five languages.（ナオコは � か国

語を話すんだ）
 B: Really?（本当に？）〔驚き〕

S OUNDS　/l/ と /r/の発音 　 CD 1─8

　/l/ と /r/ の音は両方とも日本語では「ラリルレロ」と
表記されるが，英語では，/l/ は舌の先を上の歯茎につけ
て発音し，/r/ は舌をどこにもつけず舌全体を後ろに引い
て発音する。
　
　like や love などの /l/ は，舌の先をしっかり上の歯茎
につけ，特に第一アクセントの場合は音のはじめを強め
に発音する。usually や actually など，第一アクセン
トではない場合は，舌の先を上の歯茎に軽くつけるだけ
でよい。
　/r/ の音は，舌先をどこにもつけないため，音はあいま
いに聞こえる。前に軽く「ウ」の音を入れて発音すると，
英語らしい発音になる。たとえば，write は「ライト」
というよりも「ウァ

4 4

イト」あるいは「ウウァ
4 4 4

イト」のよ
うなイメージで発音するとよい。同様に，remember は

「リメ
4

ンバ」というよりは「ウィメ
4

ンバ」に近い音のイ
メージで発音するとよい。
　/l/ と /r/ を区別して発音できるようになったら，/l/ と
/r/ の 両 方 を 含 む 語（electric，friendly，parallel，
relation，rule など）で練習させるとよい。

T ALK

　会話の基本的な構造をつかむことが目標。「疑問の投げ
かけ」→「それに対する返事」→「あいづち・反応」と
いう流れを理解し，実際の会話で活かせるようになるこ
とが重要である。

Pick-Up
　学校に行く交通手段を伝える表現としては，I come to 
school by train [bus / bicycle]. な ど，前 置 詞 by を
使った表現は既習と思われるが，ここではより自然で英
語らしい表現を紹介している。
　I take the train [bus]. / I ride my bike [bicycle]. / 
I walk to school. などの表現を紹介し，教科書 p.��の
活動でも使えるようにさせたい。
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INTERACTIONS　
自分のことや身近な人のことを話す 　 CD 1─9～21

□自分や身近な人について，現在の状態やいつもする
ことを表現する。

□自分や身近な人がしている最中のこと，これからし
ようとしていることを表現する。

例文訳
①私は猫がとても好きです。
②私の叔父は自動車を � 台持っています。
③私はふだん � 時��分に学校に着きます。
④私の母は高校で生物を教えています。
⑤私は英語の授業のために作文を書いているところです。
⑥私の猫は太ってきていると思います。
⑦私の祖母が明日私たちを訪ねてきます。

A 現在の状態を表す （現在形：状態動詞）

①心理的な状態を表す動詞
　例文①に出てくる like「～が好きだ」は，瞬間的では
なく，現在を中心として過去から未来にいたるある程度
の期間続く心理的な状態を表す。基本的に進行形にはし
ない。状態動詞はほかに，believe，hope，know，love，
remember，understand，want など。
  また，感覚・知覚を表す動詞もこの仲間で，see（見え
る），hear（聞こえる），smell（～のにおいがする），

taste（～の味がする）などがこれにあたる。なお，「（意
識的に）見る，聞く」と言う場合は look，listen といっ
た動作動詞を使う。また，smell，taste はそれぞれ「～
のにおいをかぐ」「～の味見をする」という意味の動作動
詞として使われることもある。
②一般的な状態を表す動詞
　例文②の has は「～を持っている」という状態を表す
動詞。ただし，「食べる」という意味では動作動詞で，進
行形にもなるので注意したい。
例 I’m having dinner now.（今夕食をとっています）
　このように，ひとつの動詞が文脈に応じて両方の使わ
れ方をすることもある。
　心理的な状態以外の状態を表す動詞には，belong，
contain，have，live，remain，resemble などがある。

　　　　　
解答

believes / doesn’t like / resemble / wear / lives
/ has
解説

　believe in ... は「…の存在を信じている」という意味
で，心理的な状態を表している。
　イラスト（左）で「弟」が幽霊に怯えて「僕」の後ろ
に隠れていることから，第 � 文後半は he doesn’t like
haunted houses が適切。
　resemble は「～に似ている」という意味の状態動詞。

CHECK

22

NTERACTIONS 自分のことや身近な人のことを話す
A 現在の状態を表す 現在形：状態動詞

1  I like cats very much.
2  My uncle has two cars.

-GUIDE

1「～が好きだ」「～だと思う」のように現在の心理的な状態を表すときは，動詞の現在形を使う。
2「～を持っている」「～に住んでいる」のように現在の状態を表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK イラストに合うように，与えられた動詞を使って英文を完成させよう（否定文にする場合もある）。

［  resemble / like / 
live / believe / 
have / wear ］

I have a little brother and two sisters. My brother still (　　　) in ghosts, so he 

(　　　) haunted houses. My sisters are twins and really (　　　) each other. They 

sometimes (　　　) the same clothes. My grandfather (　　　) in Okinawa. He 

(　　　) a dog and takes it for a walk every morning.

TASK 話上のCHECKを参考にして，自分の家族を紹介しよう。

B いつもすることを表す 現在形：動作動詞

3  I usually get to school at 8:30.
4  My mother teaches biology at a high school.

-GUIDE

3繰り返しすることや習慣になっていることを表すときは，動詞の現在形を使う。usuallyのような副詞を
使うと頻度を表すことができる（always > usually > often > sometimes > rarely > never）。
4職業や習性，話す言語などを表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK 父親のことについて書いた高校生の文章を完成させよう。
My father (　　　) for a car company. He likes cars, but he rarely (　　　). He gets 

up very early in the morning and (　　　) home at seven. He (　　　) the bus and 

the train to work. He usually (　　　) home before dinner. He works very hard.

⇒ CTIVE LEARNINGの WRITE の活動（p.24）で， Bの表現を活用しよう。

OCABULARY

・be good at（～が得意である）
・resemble（～に似ている）
・be a graduate of（～の卒業生である）
・come from（～出身である）

・walk to school（徒歩通学する）
・work for （～で働く）
・get up at （～時に起きる）
・brush one’s teeth（歯を磨く）

・get dressed（着替える）
・have［eat］ breakfast（朝食をとる）
・leave for school（学校に出かける）
・get to school（学校に着く）

23
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C している最中のことを表す 現在進行形

5  I’m writing an essay for my English class.
6  I think my cat is getting fat.

-GUIDE

5している最中のことを表すときは，現在進行形（am/are/is＋動詞の ing形）を使う。
6変化している途中のことや一時的な状態を表すときも，現在進行形を使う。

CHECK 2人の会話を聞いて，空所を埋めよう。
Kenta and Andy are talking on the phone.

Kenta: What are (　　　) (　　　)? 
Andy: (　　　) (　　　) a poster for my presentation. I have to finish it tonight, but I’m

 (　　　) tired.
Kenta:  That’s too bad. Tom and I (    ) (    ) games online now, but we can help you.
Andy: Really? That’s very kind of you!

TASK 対�上のCHECKの会話を参考にして，電話をかけているという設定で会話をしてみよう。その際，
時間帯は休日や夜など自由に設定しよう。

-GUIDE

相手の発言内容に対して感じたことをあいづちで表現しよう。
・I see.（なるほど）　・Yes, indeed.（確かに）　・I think so, too.（私もそう思います）
・I can’t believe it!（信じられない!）　・Really?（本当？）　・No way!（ありえない!）

・That’s nice［good / great / wonderful / fantastic］!（すばらしい!）　・That’s too bad.（それはお気の毒に）
・I’m sorry to hear that.（それは残念です）　・You’re kidding!（冗談でしょ!）　・Are you serious?（本当に?）

D これからの予定を表す 現在進行形：予定

7  My grandmother is visiting us tomorrow.

-GUIDE

7これからしようとしている個人的な予定を表すときに，現在進行形を使うことができる。

TASK 対今日の午後，または週末の予定について会話をしてみよう。
例A: What are you doing after class?

B: I’m meeting Chris to talk about our plan for this weekend.

A: Are you going somewhere?

B: Yes. We are going cycling.

・do club activities（部活動をする）
・go to cram school（塾に行く）
・come［get］ home（家に帰る）
・a haunted house（お化け屋敷）

Self-Check （できることに を入れよう）
□ A 現在の状態を表すことができる。
□ B   いつもすることを表すことができる。
□ C   している最中のことを表すことができる。
□ D これからの予定を現在進行形で表すことができる。

教科書 p.22-23
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他動詞なので，resemble with ... などとしない。
　wear は「～を着ている」という意味の状態動詞なの
で現在形。
　live も「住んでいる」という意味の状態動詞なので，一
時的な居住の場合を除いて，進行形にしない。
　最後の（　）には「飼っている」という意味の状態動
詞 have が入る。主語 He が三人称単数なので，has に
する点に注意。
訳

　僕には弟が � 人と姉妹が � 人います。弟は今でも幽霊
の存在を信じているので，お化け屋敷が好きではありま
せん。僕の姉妹は双子で，お互いにとてもよく似ていま
す。 � 人はときどき，同じ服を着ています。祖父は沖縄
に住んでいます。祖父は犬を飼っていて，毎朝散歩に連
れて行きます。

TASK

解答例
　I have a little sister. She doesn’t like vegetables, 
especially onions. She likes playing the piano. She 
loves to talk on the phone with her friends.
解説

　家族の紹介ということで，各メンバーの性格や人柄，
生活習慣，職業，趣味などが内容の中心になると思われ
るが，いずれも英語では現在形で表される。主語が三人
称単数の場合は特に注意が必要。

B いつもすることを表す （現在形：動作動詞）

③習慣的な動作を表す動作動詞
　例文③では，ある日たまたま � 時半に学校に着いたと
いう � 回限りのことではなく，「ふだん � 時半に学校に着
く」という習慣的な行為を表しており，そのため get と
いう動作動詞が現在形で使われている。このように習慣
的な行為を現在形で表す場合，頻度を表す副詞を伴うこ
とが多い。
　頻度を表す副詞には，頻度の高い順に，always（いつ
も）→ usually / normally / generally（ふ だ ん）→ 
often / frequently / regularly（た び た び） → 
sometimes（と き ど き）→ rarely / seldom / hardly 
ever（めったに～ない）→ never（一度も～ない）など
があり，文中での位置は一般動詞の前，be 動詞・助動詞
のあとが多いが，文頭や文尾のこともある。
④職業や習性，話す言語など
　例文④の teaches（教えている）は職業として習慣的・
反復的に行われることなので，現在形で使われている。ほ
かに，習性や話す言語なども繰り返されることなので現
在形で表される。
例  Although she is only twelve years old, she talks 

like a grown-up.（彼女はまだ��歳だけど，大人びた

話し方をする）
例  Rika speaks English at home.（リカは家では英語

を話している）
　そのほか，変わることのない事実や真実，ことわざも
現在形で表す。これらはいつの時代にも妥当性をもつの
で，現在を中心にして過去から未来へという幅のある時
間を表す現在形が適している。
例  Giant pandas eat bamboo.（ジャイアントパンダは

ササ［竹］を食べる）
例  Practice makes perfect.（練習が完璧を生む［習う

より慣れろ］）〔ことわざ〕
　現在形は生徒にとって意外に難しいようで，たとえば，

『英文法解説』（江川泰一郎著）によれば，What are you 
doing (now)?（今，何をしていますか）という質問を誤
解する生徒はほとんどいないが，What do you do?（ご
職業は何ですか）を正しく理解し返答する生徒は少ない
という。
　
　　　　　
解答

works / drives / leaves / takes / comes [gets /
returns] 
解説

　work for ...「（会社など）に勤めている」（雇用関係）
　この drive は，他動詞の用法（drive a car など）で
はなく，自動詞（車を運転する）。
　〈take＋乗り物〉「( 乗り物 ) を利用する，で行く」
　文章全体を通して父親の習慣的な行為を述べているの
で，動詞はすべて現在形。
訳

　私の父は自動車会社に勤めています。彼は車好きです
が，めったに運転しません。朝とても早く起きて � 時に
家を出ます。通勤にはバスと電車を利用します。ふだん
は夕食前に帰宅します。父はとても一生懸命働いていま
す。

C している最中のことを表す （現在進行形）

⑤今現在している最中のこと
　例文⑤では「作文を書いている」という現在進行中の
動作が現在進行形〈be 動詞＋動詞の ing 形〉で表されて
いる。
⑥変化している途中のことや一時的な状態
　現在進行形は変化している途中のこと（変化しつつあ
る状況）を表すこともある。例文⑥のように「～になる」
という意味の get や become，grow などはよくこの用
法で用いられる。ほかに，次のような例もある。
例 The doctors say she is improving. （LDOCE）
　　（医者は，彼女は回復しつつあると言っている）
　また，現在進行形で一時的な状態も表せる。

CHECK
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例  She’s being polite in her manners today.（彼 女
は今日は物腰がていねいだ）〔一時的にていねい〕

　  cf. She’s polite in her manners.（彼女は物腰がて
いねいだ）〔ふだんからていねい〕

　このほか，現在進行形は always（いつも），constantly
（しょっちゅう），continually（絶えず）のように頻度
が高いことを表す副詞とともに用いられて「～してばか
りいる」と，繰り返されることを強調することもあり，こ
の用法では，しばしば話者の気持ちが込められる。
例 He’s always complaining about his job.（彼は

いつも仕事の文句を言ってばかりいる）　〔不満・いら
だちの感情が込められている〕

　ing 形のつくり方に関しては，原形にそのまま ing を
つける基本形以外に，次のようなパターンがある。
・ e で終わる動詞：語尾の e をとって ing をつける
（make → making，use → using など）。

・ ie で 終 わ る 動 詞：ie を y に か え て ing を つ け る
（lie → lying，die → dying など）。

・ 〈短母音＋子音字〉で終わる動詞：語尾の子音字を重
ねて ing をつける（sit → sitting，put → putting，
swim → swimming など）。

　
　　　　
解答

you doing / I’m making / getting / are playing
◇音声スクリプト

Kenta: What are you doing?
Andy:  I’m making a poster for my presentation. I 

have to finish it tonight, but I’m getting 
tired.

Kenta:  That’s too bad. Tom and I are playing 
games online now, but we can help you.

Andy: Really?  That’s very kind of you!
訳

ケンタ：何をしているの？
アンディ： プレゼンテーションのためにポスターを作っ

ているんだよ。今晩，終わらせないといけな
いんだけど，疲れてきちゃった。

ケンタ： それは大変だね。トムと僕は今，ネットでゲー
ムをしてるんだけど，手伝ってあげられるよ。

アンディ：本当？ どうもありがとう。
解説

　空所にはいずれも現在進行形〈be 動詞＋動詞の ing
形〉が入る。ただし，ケンタの最初の発話は疑問詞で始
まる疑問文なので，What のあとに Yes/No 疑問文の形

〈be 動詞＋主語＋動詞の ing 形〉を続ける。
 
TASK

解答例
A: What are you doing?

CHECK

B: I’m doing my math homework. It’s due 
tomorrow, but the questions are really difficult.

A: I think so, too.
解説

　A の最初の発話は，現在進行形の疑問文（何をしてい
るの？）なので，B も同様に現在進行形（～していると
ころなんだよ）で答えている。進行形の疑問文に対して
は進行形で答えるのが基本。

　　　　　　
　No way! は「いやだ，だめ」という依頼の拒否，「あ
りえない，信じられない」という可能性の否定や不信感，

「まさか，うそだろ」という驚きを表す。
　fantastic は fantasy（空想，絵空事）の派生語で，「想
像上の，現実離れした」が基本的な意味。そこから「す
ばらしい」という意味が出てきて，会話では，(That’s) 
fantastic. と間投詞的に用いられる。
　You’re kidding!（冗談でしょ！）は動詞 kid（冗談 
を 言 う，か ら か う）を 使 っ た 表 現 で，You must be 
kidding! / Are you kidding? / No kidding. とも言う。

D これからの予定を表す （現在進行形：予定）

⑦これからしようとしている予定
　おもに個人の予定を表し，具体的に準備や手配などが
進んでいることを示す。例文⑦では，「祖母」と「私た
ち」の間ですでに約束が結ばれ，訪問に向けた準備が進
んでいることが現在進行形で示されている。ふつう，こ
の tomorrow のように，時の表現を伴う。
　
TASK

教科書掲載解答例訳
A: 放課後は何するの？
B: クリスに会って，今週末の予定を話し合うつもり。
A: どこかに行くの？
B: うん。サイクリングに行く予定なんだ。
解答例

A: What are you doing this weekend?
B: I’m visiting my grandparents. I haven’t seen 

them for a long time.
A: That’s nice.
解説

　個人的な予定を現在進行形で表す。Yes/No 疑問文の
形〈be 動詞＋主語＋動詞の ing 形〉，疑問詞で始まる疑
問文の形〈疑問詞＋be 動詞＋主語＋動詞の ing 形〉（疑
問詞が主語以外の場合）を再確認し，使いこなせるよう
にしたい。また，「時」を表す in the afternoon，after 
school，next weekend などを添える点にも注意したい。

-GUIDEE
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ACTIVE LEARNING　 
Introducing Yourself　 　 CD 1─22～26

□現在形を使い，英語でクラスメイトにインタビュー
をして，その情報をほかのクラスメイトに伝える。

□現在形を使って，自分の朝の習慣を伝える。

　　　　　　クラスメイトのことを紹介しよう
　SHARE の活動では，おもに英語で話すことを通じて
情報を共有する活動を行う。LESSON 1では，グループ
になって順番に英語で発表する活動を行う。自己紹介は
これまで中学校でも行ってきたが，ここでは高校生活が
始まり，新しく出会ったクラスメイトのことを知る機会
にもなるように，ほかの人のことを紹介する。

① クラスメイトにインタビューして情報を集める。席の
隣り合った生徒同士やグループのなかでペアをつくり，交
代で相手のことを聞く。さらに，余裕があれば，ペアを
かえて，何人かのクラスメイトにインタビューしてもよ
いだろう。
　まず，相手にどんなことを質問するか考え，メモして
いく。別冊の Worksheet を利用してもよい。以下に質
問の例を挙げるが，もちろん，これ以外にもいろいろな
質問を各自が考えるとよいだろう。
・Which junior high school did you go to?（出 身 中

学はどこ？）
・How do you come to school?（どうやって学校に来

SHARE

ているの？）
・What do you do in your free time?（自由な時間に

は何をしているの？）
・What is your favorite sport [food / color]?（あなた

の好きなスポーツ［食べ物／色］は何？）
・Who is your favorite singer [actor / comedian]?
　（あなたの好きな歌手［俳優／お笑い芸人］はだれ？）
・Are you in any clubs? If so, which club?（何 か 部

活動に入っている？　入っているなら，何部？）
・What is your favorite subject in school?（学 校 で

得意［好き］な科目は何？）

② インタビューした内容をメモする。Worksheet に
フォーマットが載っているので，それを利用してもよい
が，フォーマットで想定されていない内容については，空
いているスペースなどを利用する。
解答例

出身中学：Yoko went to Kita Junior High School. 
通 学 手 段：She walks to school. / She takes the 
train [bus]. / She rides her bike.
自 由 時 間 に す る こ と：She watches movies on the 
internet in her free time.
好きなもの：Her favorite sport is tennis.

③ � 名程度のグループをつくり，ひとりずつ順番に発表
する。まず，だれを紹介するのかをはっきりさせ，それ
から具体的な内容に入る。
解答例

 I’ll introduce Yuji to you. / Let me introduce Arisa.
　発表された内容について，聞き手は感想などを述べた
り，質問したりする。
解答例

・I love that popular group, too. I want to talk 
with her about them.

・How long does it take for her to come to school?
・What kind of movies does she like?

SHAREで用いる表現
・be good at ...（…が得意だ）
・a blood type（血液型）
・be into ...（…に夢中だ）
・after school（放課後）
・a pastime（気晴らし，娯楽）
　〔 hobby がある程度の知識や技術を必要とする活動で

あるのに対して，pastime は単にテレビを見たり買
い物をしたりということも含む〕

　　　　　　「朝の習慣」について書こう
①「自分が朝していること」を書く。まずは，行動を箇
条書きにしていく。ふだんしていることなので，動詞の

WRITE

CTIVE LEARNING

24

Introducing Yourself  

自分のことを伝えるときに，I like playing the piano. I read many books.のように事実を並べるだけではつなが
りのない文章になってしまいます。I like playing the piano. I really love classical music. のように前の文につな
がるような情報を加えるなど，文と文の関連を意識して，まとまりのある文章にしましょう。

OGICAL THINKING

クラスメイトのことを紹介しようSHARE

クラスメイトにインタビューして情報を集めよう。
例 Which junior high school did you go to?

How do you come to school?
What do you do in your free time?
What is your favorite sport［food/color］?

 インタビューしたクラスメイトのことをメモしよう。
 went to .

He/She  to school.
He/She  in his/her free time.
His/Her favorite .

 グループになって，インタビューしたクラスメイトのことをほかの人に紹介しよう。
聞き手はそれぞれの発表について，感想を言ったり質問したりしよう。

「朝の習慣」について書こう BWRITE

自分が朝していることを書き出そう。
例  I get up at 6:00. I get dressed. I eat breakfast.  
I ride my bike to school. It takes fifteen minutes.

 接続詞（and, but, when）や副詞（first, then）などを使って，時間の流れにそって自分の朝の
習慣を文章にしてみよう。
例  I usually get up at 6:00. First, I get dressed and then take my dog for a walk. After 

that, I eat breakfast and brush my teeth. Then I leave for school at 7:15. 

Self-Check
インタビューしたクラスメイトを紹介することができた。 3  2  1

朝の習慣について，時間の流れにそって書くことができた。 3  2  1

3：よくできた。 2：まあまあできた。 1：あまりできなかった。

教科書 p.24
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TASK の訳・解答例

1110



現在形を使う。
教科書掲載解答例訳

　 � 時に起床。着替える。朝食をとる。自転車で学校に
行く。��分かかる。

② 時系列にそって並べ，文と文を適切な接続詞でつなげ
る。また，first，then など，順序を示す副詞を使って，
時間の流れがはっきりわかるようにする。
教科書掲載解答例訳

　私はふだん � 時に起きます。まず着替えて，それから
犬の散歩に行きます。そのあと，朝食を食べ，歯を磨き
ます。そして， � 時��分に学校へ行きます。

WRITEで用いる表現
・morning routine（朝の日課）
・do one’s hair（髪を整える）
・have ... for breakfast（朝食に…を食べる）
・check the weather forecast
　（天気予報をチェックする）
・take a walk（散歩する）
・get dressed（〔ちゃんとした服に〕着替える）
　〔 dressed は動詞 dress（～に服を着せる）の過去分詞

が形容詞化したもので「服を着せられた→服を着た」
という意味。get は「（変化してある状態に）なる」〕

解答例 1（Write Worksheet より）
　I get up at 6:30 on weekdays. First, I wash my 
face and brush my teeth. After that, I get dressed 
and eat breakfast in the living room. Then I 
usually leave for school at 7:30.　（平 日 は � 時 半 に
起きます。最初に顔を洗い，歯を磨きます。そのあと，着
替えて居間で朝食をとります。それから，たいてい � 時
半に家を出て学校に向かいます）
解説

　First，After that，Then といった順序を表す副詞
（句）を使って，行動の流れを明確に示している。
解答例 2（Write Worksheet より）

　On weekdays I wake up at 6:10 in the morning. 
After I wash my face and get dressed, I have 
breakfast with my family. I usually make my own 
toast and pour my own milk. Then I leave home at 
7:30 and take the 7:40 bus to school.　（平日，私は
朝 � 時��分に起きます。顔を洗って着替えたあと，家族
と朝食をとります。たいてい，自分でトーストを焼き，ミ
ルクをつぎます。そして， � 時半に家を出て， � 時��分
のバスに乗り，学校に向かいます）
解説

・make toast「トースターでパンを焼く」
　〔toast には動詞の用法もあり，「～をトーストにする」

という意味になる〕
・the 7:40 bus「 � 時��分のバス」

　〔「～時のバス」はこのように乗り物の名前の前に時間
を置いて表現する。the eight o’clock train のように
言うこともできる〕

　SHARE，WRITE ともに，活動が一通り終わったら，
教科書ないし Worksheet の Self-Check で自分たちの
活動を評価させる。マイナスの要素があれば，自分で修
正させ，適切な表現を身につけさせる。

L OGICAL THINKING

　文と文の結びつきを考え，まとまりのある文章を書く
よう意識づける。教科書の例文では，I like playing the 
piano.（私はピアノを弾くのが好きだ）のあとに，同じ
く 音 楽 関 連 の，I really love classical music.（ク ラ
シックが本当に大好きだ）を続け，ひとつのまとまりの
ある話にしている。一方，後半を I read many books.

（私は本をたくさん読む）とすると，散漫で印象に残らな
い文章になってしまう。最初に自分が何について話した
い［書きたい］のかを明確に意識し，それにそって話を
展開していくことが重要。
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●本課の内容

p.25
学習項目

文法：過去（進行）形

機能表現：相手の発言を聞き直す  

発音：th の発音

pp.26-27
文法

過去（進行）形

A．過去の状態や出来事を表す（過去形）

B．している最中だったことを表す（過去進行形）

C．いつのことなのかを接続詞を使って表す（過去形・過去進行形）

D．昔よくしていたこと・今とは違う過去の状態を表す（used to）

p.28
自己発信

楽しかった思い出を話す

SHARE　 今はしていないけれど昔はよくしていて楽しかった思い出について，しなくなっ
た理由も含め発表する。

WRITE　ある日の出来事について時や場所の情報を入れながら日記を書く。

LOGICAL THINKING　出来事を伝えるときは客観的な情報と，感想なども加える。

●本課のねらい・指導上の留意点

会話表現 休暇中の体験についてのやりとりを取り上げ，過去にしたことを話す表現を学習する。

文法

過去を表すさまざまな形を学習する。
A． 過去形　基本的な不規則動詞は中学でほぼ学習するが，発音も含めて確認したい。また，

規則動詞でも，carry，cry など y を i に変えて ed をつけるものは定着していない場合
が多いので，授業で取り上げて確認する。

B． 過去進行形　過去形を使うべきか過去進行形を使うべきかの判断に迷う生徒が少なくな
い。日本語訳が「～していた」だからといって，必ずしも過去進行形というわけではな
いので，惑わされないように注意が必要。

C． 時を表す接続詞と過去（進行）形　接続詞 when や while が導く節の中で，過去形や過去
進行形を使う表現を学習する。中学でも when や while は学習するが，節という考え方
がしっかり身についていない生徒も多い。

D． used to　used to は従来，助動詞の項目で扱われることが多かった。それを本教科書で
過去形の課で扱ったのは，used to が法助動詞とは違うふるまいをすることや，これを
過去の表現のひとつとして扱うことで表現の幅が広がると考えたことによる。LESSON 
8で過去の習慣を表す would を扱う際に，再度取り上げて，対比するとよいだろう。

自己発信

「思い出・出来事」を扱う。SHARE では，今はしていないが昔はよくしていた楽しいこと
について，しなくなった理由とともに話す。相手が話した内容について “You did what?” と
いった表現で適切に聞き直すなど，会話を発展させられるよう促したい。WRITE では，あ
る日の出来事について過去形を使って日記を書くことを目標としている。

Holidays and Weekends
2

LESSON

休日・週末にしたことを話す
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語順トレーニング
⑤（SVOO）

年 組 番 月 日

氏名

A （ ）内の語句を並べかえて，日本語の意味に合う英文をつくりなさい。
1. メイ先生は私たちに英語を教えている。（ English / us / Ms. May / teaches ）.

2. 彼女は私におもしろい話を聞かせてくれた。（ a funny story / she / me / told ）.

3. 彼は私にネコの写真を見せてくれた。（ of / me / he / his cat / showed / some pictures ）.

4. 私は彼の誕生日に何かあげるつもりだ。（ something / for / him / give / I’ll / his birthday ）.

5. 私は祖母にバースデーカードを送った。（ to / a birthday card / my grandmother / sent / I ）.

6. 私は母にシルクのスカーフを買ってあげた。（ for / bought / my mother / I / a silk scarf ）.

B 与えられた語句を使って，日本語の意味に合う英文をつくりなさい。
1. 兄が私に自転車を貸してくれた。［ lent / his bike ］

2. 彼は奥さんにハンドバッグを買ってあげた。［ a handbag / bought ］

3. 彼らは私たちに多くの役に立つ情報をくれた。［ a lot of / gave / useful information ］

4. 母は今朝，私にパンケーキを作ってくれた。［ made / some pancakes / this morning ］

5. 彼はみんなにその話をした。［ everybody / to / told ］

6. 私は兄にすてきなシャツを見つけてあげた。［ a nice shirt / for / found ］

★チェックポイント（SVOO）
□1. 動詞に「だれに」「何を」を続けて〈主語＋動詞＋名詞＋名詞〉という語順にする。
□2. 動詞のあとの 2 つの名詞はどちらも目的語のはたらき。
□3.「何を」「だれに」の順番にするときは「だれに」を表す語の前に前置詞が必要。
□4. give のような動詞は to を，buy のような動詞は for を使って，「だれに」を示す。

指導書別冊 補助プリント
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