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Vocabulary （　　）にあてはまる語を下から1回ずつ選んで入れ，表現を覚えよう。

（1） 目標を達成する  （ ） one’s goal

（2） 夢を実現する  （ ） a dream

（3） ～に興味がある  （ ） in ～

（4） ～の影響を受ける  （ ） by ～

（5） ～に夢中である  （ ） in ～

（6） ～する意欲がある  （ ） to do

orms （ 教  pp.18-19）次の日本語を英語にしよう。

A  現在形・過去形
① 合唱部(the school choir)は週に２回練習をしています。

  

② 私の姉は今，アルバイトを探しているところです。

  

③ ユリは冬休みの間にスキーに行きました。

  

B  完了形
④ ケイタはスピーチコンテストで優勝したことが2回あります。

  

⑤ ミキは小説を２時間読んでいます。

  

⑥ 私が家に着いたときには，家族はすでに夕食を食べ終えていました。

  

C  未来を表す表現
⑦ 私は来月フルートのレッスンを受け始めるつもりです。

  

⑧ 私たちは８月に地元のお祭りに参加する予定です。

  

My Sentences 〈　〉の内容になるように，自分のオリジナル英文を作ってみよう。

A  〈ふだん～している〉（現在形）

   .

B  〈～したことがある〉（現在完了形）

   .

C  〈～することになっている〉（未来を表す表現）

   .

My Essay  （ 教  p.20）グループのメンバーが興味をもっていることや，これまでに経験
したことを聞いて，その人を紹介する文章を書いてみよう。

1. グループのメンバーが興味をもっていることについて聞いてメモしよう。

   .

   .

2. その人がこれまでに経験したことを聞いてメモしよう。

   .

   .

●聞いたことをもとに，グループのメンバーをほかのグループに紹介する文章を書こう。
＊経験について書くときは読み手が状況をイメージできるように，詳しい情報を加えよう。
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LESSON

Your Interests
興味のあることについて話す

Self-Check

主語と動詞
はあるか

動詞の形は
適切か

次のことが
書けているか

A 現在形 ふだんしていること 

B 現在完了形 経験があること 

C 未来を表す表現 確定している予定 

グループの人が興味をもっていることが書けているか 

その人がこれまでに経験したことが書けているか  

他のグループに紹介することができたか 

My EssayMy Sentences
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解答1
LESSON

Vocabulary

(1) achieve   (2) realize   (3) interested   (4) influenced   (5) absorbed    
(6) motivated 

orms

A  ①The school choir practice twice a week.
 ②My (elder) sister is looking for a part-time job now.
 ③Yuri went skiing during the winter vacation.

B  ④Keita has won first prize in the speech contest twice. 
 ⑤Miki has been reading a novel for two hours. 
 ⑥  My family had already finished eating dinner by the time I got home.

C  ⑦ I will start taking flute lesson next month.
 ⑧ We’re going to take part in the local festival in August.

My Sentences   （解答例）

A  •We practice tennis three hours on Saturdays.
 •I often watch videos on my smartphone before going to bed.

B  •  I have visited Tokyo National Museum several times to see traditional 
Japanese art.

 •I have seen the film “Princess Mononoke” three times.

C  •I’m going to get a flu vaccination tomorrow.
 •I’m going to finish my assignment by this weekend.

My Essay

（解答例1）
 Hana likes to take pictures and post them on social media. On weekends 
she often goes out in order to take interesting pictures. She has even climbed 
to the top of a mountain to take photos of the beautiful scenery. She feels 
happy when she gets a lot of “likes” from the followers of her social media 
account.

（解答例2）
 Nao likes playing the guitar. He has been to the several live performances 
of his favorite band. This  motivated him to practice more. Now he belongs to 
a band and practices the guitar almost every day. His band is going to 
perform at the school festival in October.
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1
LESSON Meeting People

自分のことを話す

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

学校の近くで，登校中の
MikeとShotaが会いました。

Q:  How does Mike get to school?- A: He (usually) takes the train.
Q:  How long does it take Mike to get to school?- A: It takes him 

about an hour.
Q: Where does Shota live? – A: He lives nearby [near his school].
Q:  Does Mike enjoy taking the train to school?-A: No, he doesn’t.

「徒歩で通学する」
習慣的な動作

現在の状態

= (for Mike) to get to school

It takes only .... の語順も可

「住んでいる」という日本語につられ
て，進行形にしないように，knowや
resembleなどの状態動詞とあわせ
て注意する

これまでもそうだったし，これ
からも徒歩通学するということ

語尾を上げて発音する

2行目は l / rのみが異なるミニマルペア

通信・交通手段は〈by＋無冠詞名詞〉 

＝  I come to school by bus. /  
I come to school by bike. 

（名詞）乗ること

（副詞）= near the school　

 lは日本語のラ行の音に近く，rは「ウ」と言うときのように唇をすぼめたあと，舌を丸めて言うと英語らしい発音になる
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　　　　　  の内容理解を
チェックするQ&A

文法や語句の解説，学習者がつまずきそうな
表現のポイントを解説（青字）

Teacher’s Book（朱書本）

音声CDのトラック
番号を掲載

指導用資料

Start-Up
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