
MAINSTREAM English Logic and ExpressionⅠ 

Can-Do リスト 
Lesson 5 Are You in a Club? 

 
技能 言語目標 5 4 3 2 1 

聞く 

□ 部活動やクラブ活動についての対話の内容を正確に聞
き取ることができる。 

     

□ 部活動やクラブ活動についての対話で用いられている
単語や表現を理解することができる。 

     

□ Andy と Saki の対話を聞いて，その大意を理解し，適
切にディクテーションすることができる。 

     

□ BobとMikiの対話を聞いて，その大意を理解し，Miki
のクラブ活動に関する情報を表にまとめることができる。 

     

読む 
□ モデル対話を読んで，全体の大意を掴むことができる。      
□ モデル対話の中で扱われた機能表現や文法事項の役
割・効果を理解することができる。 

     

話す 
（やり取り） 

□ 今取り組んでいることやそこで自分がやりとげたいこ
となども含めて，自分の所属しているクラブについてのや
り取りをペアやグループで成立させることができる。 

     

□ 学んだ文法事項を用いて，昨晩の夜にしたことについ
てのやり取りを成立させることができる。 

     

話す 
（発表） 

□ 自分の所属しているクラブについて，クラスメイトか
ら聞いた内容を自分の言葉で発表することができる。 

     

□ 昨晩の夜にしたことについてのやり取りを自分なりに
要約し，その内容を発表することができる。 

     

書く 

□ 自分の所属しているクラブについて，ガイドラインに
したがって英文を書くことができる。 

     

□ 自分の所属しているクラブについて書く中で，学んだ
語彙や表現を活用することができる。 

     

 
 
 

MAINSTREAM English Logic and ExpressionⅠ 

解答一覧 
 

Lesson 5  Are You in a Club? 
 
<p. 20> Word and Expression Input 
1. ①track and field club  ②soccer club  ③calligraphy club   
④brass band  ⑤cheerleading club  ⑥kendo club 
⑦swimming club    ⑧tea ceremony club 
 
2. [a] track and field club [b] cheerleading club [c] soccer club 

 
3. 割愛 
 
<p. 21> Model Dialog 
[Comprehension] 
①introducing  ②tennis  ③something new  ④trumpet  ⑤practicing 
 
[TRUE OR FALSE] 
1. F  2. T  3. T 
 
<p. 22> Speaking and Writing Output 
1. Saki: basketball  Saki: prefectural tournament 
Saki: to play as a starting member 
 
2. (例) Daiki: What club are you in, Susie? 
Susie: I belong to the photography club. 
Daiki: Are you practicing for anything special now? 
Susie: Yeah, we’re preparing for the autumn exhibition. 
Daiki: What do you hope to accomplish? 
Susie: Well, I’d like to publish a collection of photographs with my friends. 
 
3. (例) 

Club Present club focus Hope 

drama 
club 

practicing for the 
performance of 
Aladdin 

make the 
audience happy 

 
4. 割愛 
5. (例) I belong to the drama club. I’m practicing for the performance of Aladdin to be performed 
at the next school festival. I hope I can make the whole audience happy. 
 
<p. 23> GRAMMAR COMPASS 
1. ① play / are talking / is raining  ② was jogging / is playing  ③ were dancing 
2. ① was leading  ② is playing  ③ was watching 
④ were you doing / was cleaning 

Can-do リスト

解答一覧

教科書に掲載されている問
題の解答をテキストデータ
で収録しました。
一部，対話活動やライティ
ングの解答例も収録しまし
たので，ご活用ください。
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