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Forms 次の日本語を英語にしよう。 教  pp.18-19

A  現在形
① 私はお金を節約するために毎朝歩いて学校へ行きます。

  
② 妹はちょうど今，宿題をしています。

  

B  過去形
③ 私は昨夜，父とサッカーの試合に行きました。

  

C  完了形
④ 私は大学で勉強したいことをもう決めました。

  
⑤ 私は政治家になることを考えたことは一度もありません。

  
⑥ 彼は中学生の頃から宇宙に強い興味（a keen interest）をもっています。

  

D  未来を表す表現
⑦ この部屋で食べることはきっと大丈夫（okay）でしょう。

  
⑧ 私は図書館で絶滅危惧種（endangered species）についての本を借りるつもりです。

  

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  〈ふだんすること〉   

B  〈過去にしたこと〉   

C  〈～から継続していること〉   

D  〈そうなると思うこと〉   

Self-Check

主語・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 ふだんすること 
B 過去形 過去にしたこと 
C 現在完了形：継続 ～から継続していること 
D 未来を表す表現 そうなると思うこと 

My Essay  Write an essay about what you will be doing in 10 years in 80-100 

words. 教  p.20

Step 1   10年後の自分について述べる。

   

Step 2   なぜそう思うようになったのか具体的な理由を挙げ，自分の夢や目標を述べる。

   

   

Step 3   現在の状況を述べ，夢をかなえるためにすべきことを述べる。

   

   

●つながりを考えて文を組み立て，自分の考えを表現しよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）words

Self-Check トピック 10年後の自分と，その実現に必要なことを述べることができた。 
単語 つづりの間違いがあるか ⇒ あれば〇で囲む 
文法 動詞の使い方に誤りがあるか ⇒ あれば□で囲む 
論理 文と文のつながりが悪いところがあるか ⇒ あれば下線を引く 
語数 80～100語の文章を書くことができた。 

1 Future Plans
将来の夢について話す

3

解答

Forms

A  ① I walk to school [go to school on foot] every morning to save money.
 ②My sister is doing her homework (right) now.
B  ③ I went to a soccer game with my father last night.
C  ④ I have already decided what I want to study in college [at university].
 ⑤ I have never thought about becoming a politician.
 ⑥  He has had a keen interest in space since he was a junior high school 

student.
D  ⑦ I’m sure it will be okay to eat in this room.
 ⑧  I’m going to borrow a book [books] about endangered species from the 

library.

My Sentences   （解答例）

A  •I take my dog for a walk every Saturday morning.
 •I listen to music on my phone every night before I go to bed.
B  •I made a birthday cake for my mother yesterday.
 •I had soccer practice two hours a day before the big match.
C  •She has been busy since she got home from work.
 •I have worked at this hospital since I moved to Tokyo.
D  •I’m sure she will keep her promise.
 •I’m sure your dream will come true.

My Essay   （解答例）

 In 10 years, I’ll be working as a video game developer. I have enjoyed 
playing games since I was an elementary school student. I was very shy 
then, but playing games helped me make new friends. When I play games, I 
can forget about everything else, and feel like I am in another world. I want 
to develop new games that many people will enjoy. To be a game developer, I 
will need to learn about the latest computer software and other new 
technologies, such as virtual reality (VR). (88 words)
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My English Portfolio Ⅱ

自分が書いた文章を
セルフチェックする項目が
ついているので，自宅学習
にも最適

生徒用教材 Ⅱ
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Andy：  What do you usually do after school, Kenta?
Kenta：  Me? I’m in the soccer club, so I play soccer 

every day except Monday. 
Andy：  Really! You must be very busy! But you’re free 

on Mondays and weekends, right?
Kenta：  Actually, I go to cram school every Monday. 

On weekends, we sometimes have soccer games. 
Andy：  Wow! You don’t have much free time. 

Kenta：  No, not much. When there’s no game on weekends, I like to hang out with 

my friends. ・hang out with：～と遊ぶ

相手からの問いかけに答えたら，関連する情報を 1 つ加えましょう。
新しい情報が加わることで新たな興味や関心が生まれ，会話が続きます。

Tips for Better Communication

現在のことは現在形で表すORMS
　住んでいる所や持っているもの，入っている部活のような現在の状態や，日々の暮らしの中でいつもする
ことを表すときは，動詞の現在形を使います。
　動詞の現在形が表すのは「今」という一時点だけでなく，過去から現在，そして未来へと広がる時の範囲で
す。したがって，playのような動きを表す動詞の現在形は，繰り返しするようなことを表します。I play
soccer.だけで，「いつもサッカーをする」ことを表すことができるのです。

あいづちで関心を示すXPRESSIONS
　あいづちを打つことで，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!は，下がり口
調なら「そうなんだ!」，Really?と上がり口調なら「そうなの?」というニュアンスになります。理解を示すと
きはI see.やI understand. いい話だと思えば That’s nice. よくない話なら That’s too bad. のような表現を
使います。

/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 like, live, club, play, usually, actually, school / really, right, friend, free, cram, every, very

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

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

入っている部活動は，I’m in the soccer club. のように言えば簡単です。I belong to ....（私は…に所属し
ている）だと少しかたい表現になります。運動部なら，I’m on the tennis team.のように言うこともできます。

Pick-Up

1 Meeting People
自分のことを話す

Andy and Kenta are talking in the classroom. They have just become friends.Start-Up

Robin and Robert live in Rockford and lead a really lively life.TT

頻度を表す副詞（句）＋現在の習慣的行為

現在完了形「友だちになったところだ」

現在の事実・状態 現在の習慣的行為

play with ～は「（子どもや動物が）（人と）遊ぶ」

「～に違いない」

副詞句「毎日」はevery dayと２語。everydayは形容詞「毎日の～」

複数形にして，「毎月曜日；毎週末」の意

朝起きて歯を磨くなど，これまでも，今も，これからも習慣的に繰り返すこと

前に述べられた個人的な経験や考えを指すときにthatを使う

「ロビンとロバートはロックフォードに住んでいて，実に活気ある生活を送っている」

lightとright ［write］では全く異なる意味になるので，lとrで始まる語を発音するときには，特に注意。
lは日本語のラ行の音に近く，rは「ウ」と発音したあと舌を丸めて言うと原音に近い音になる

＝on Mondays   〈every＋単数名詞〉「実は」 相手の発言をやんわり否定

頻度を表す副詞（句）＋現在の習慣的行為

「時間」の意の timeは不可算名詞。複数形にはしない。cf. many times＝「何度も」現在の事実・状態

「ないんだね」と言われて，日本語では「うん」と言うが，英語ではNoと答える

Comprehension Check
T: “What sport does Kenta play?” 
- He plays soccer.
T: “When does he play soccer?” 
- Every day except Monday (, and some 
weekends).
T: “And what does he do on Mondays?” 
- He goes to cram school.
T: “How about the weekends?” 
- He plays soccer or hangs out with his
friends.

1-8

1-7

1-9

　　　　  の内容理解を
チェックできるQ&Aを掲載

英語表現の機能や言いかえ例，日本語
訳，学習者が迷いそうな表現，つまずき
そうな文法ポイント，指導上押さえておき
たい箇所や留意点などを緑字で解説

音声のトラックナンバー
（指導用CD）を掲載

Start-Up

指導用資料

Teacher’s Book（朱書本）
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