内容紹介
インテイク
Model Dialog

モデル文で対話ややり取りのシミュレーショ
ンができる。

EXPRESSIONS

モデル対話から学ぼう

register + 名（ 名 を登録する）

Miho : We have to register our class activity for the festival

make a decision
（決める，決定する）

tomorrow. Let’s make a decision today. So far, we

so far（今のところ）

have two proposals, a play and an acappella concert.

モデル文が豊富に掲載されていますので，インプットした語彙や
表現，文法事項が実際にどのように使われているのかをインテイ
クしていく上で最適です。

proposal（提案）
acappella（アカペラ＜無伴

What should we do?

5

奏で歌うこと＞）

Kay : I would like to try a play. There are lots of different

role（役割）
costume（衣装）

roles for everyone, such as writing a story, making

audience（観客，聴衆）

costumes, and of course, acting.

TRUE OR FALSE

Kazuki : Why don’t we have a concert? I’m sure we can

produce great harmony.

10

Miho : Oh, I have an idea! How about performing a musical?

）

2.（

）

3.（

）

LESSON 8

We can both sing and act. It’s perfect!

1.（

Kay : That sounds nice. What do you say, Bob?
Bob : Actually, I have done a musical before. Singing and

acting together in front of the audience was thrilling. I

15

話すこと・書くことで表現

Taking Part in the School Festival

Speaking and Writing Output

think it’s worth trying.

1. Listen to the following dialog, fill in the blanks below, and practice the dialog in pairs.
（次の対話を聞いて空所を埋め，ペアで対話の練習をしなさい。）

Comprehension

Kazuki : For the next festival, what would you like to do together as a

EXPRESSIONS

class?

Kazuki :

a②

Good for you !

.

（それはいいね！）

? That sounds fun. Exactly what

20

, while Kazuki likes ③

doing a ④

would you like to do?
:

Kay

with her suggestion.

丸印の大きさに応じて強弱をつけ，強いところが等間隔になるように読んでみよう。

Iʼm sure we can produce great harmony.
3
3
3 3

10

3

3

3

. Kay supports putting on

acappella. Finally, Miho comes up with the idea of

. Bob ⑤

Sounds

.

Kazuki : Good for you! I hope it will be a good experience.

Fill in the blanks to make a correct summary.

Miho and her classmates are discussing their class ①

5

stage set（舞台装置）

: I’m interested in

Kay

3

3

Singing and acting together in front of the audience was thrilling.
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. Have a dialog in pairs as Stefany and Anthony.
（Stefany と Anthony になりきって，ペアで対話の練習をしなさい。）
Name

Plan for the next festival

FUNCTION

Role in the activity

LESSON 8

choosing costume

art exhibition

making posters

提案する

Why don’t we have a concert?（コンサートをやろうよ。）
How about performing a musical?（ミュージカルをするのはどう？）

25

dance performance
Stefany

Taking Part in the School Festival

GRAMMAR
30

3. Fill in the chart below about yourself. Then have a dialog in pairs or groups and take notes
about your partner(s). （自分のことについて表を埋めなさい。その後ペアで対話し，相手のことをメモしなさい。）
Name

Plan for the next festival

動名詞

GRAMMAR COMPASS

P.39

There are lots of different roles for everyone, such as writing a story, making costumes, and
acting.（それぞれ違うことを担当できるもの，物語を書いて，衣装を作って，そして演じて。）
Singing and acting together in front of the audience was thrilling.

Anthony

（観客の前でみんな一緒に歌って演じるのはとてもワクワクした。）

37

FOR YOUR USE

Role in the activity

perform a comedy skit
（コントをする）

You
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FOR MORE USE
P.95

4. Make a presentation about your partner(s) using the information you have gotten in 3.

会話ややり取りの「型」に慣れ，アウトプット
に自信がない生徒も積極的に取り組める。

15

（3 で得られた情報をもとに，相手のことを発表しなさい。）
相手が文化祭でやりたい活動と役割を発表したら，感想や相手を応援する言葉で締めくくろう。
例 Kenta is interested in putting on a play with his classmates. If he does this, he would like to

be in charge of decorating the stage. Iʼm sure his design will be cool, so Iʼm looking forward
to seeing the play.

モデル文を充実させることで，その後の活動へのスムーズな移行を
実現します。ロールプレイなどで会話や活動のシミュレーションを
することで，その「型」をインテイクしていきます。

20

5. Write about an activity you would like to try for your next school festival. Follow the guidelines
below. （下のガイドラインにしたがって，次の文化祭であなたが取り組みたい活動について，英文を書きなさい。）
① 選んだ理由を述べる

② 自分はどんな役割をするか述べる

2020/12/12 11:08

③ 何を期待しているか述べる

38
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2020/12/19 15:51

「活動」のテクニックや流れの解
説が丁寧なので「活動」のシミュ
レーションが想像しやすい。

2

Presentation

Body

Lesson 5 から Lesson 7 では，クラブ活動，自分の町，夏休みにしたことについて話したり書いたりしてき

Conclusion

Materials）
を使いながら自分の主張や意見，情報を聞き手に伝えるプレゼンテーションを練習します。

5

テーマを決めて，情報を集める

1

● ここでは，My Town というテーマのプレゼンテーションを例にとります。まず自分の町に関する情報を集

Location

Let me tell you about my town, Fujisawa. Do you know

Shonan. Itʼs so popular, isnʼt it? Fujisawa is a nice city. I
love Fujisawa very much. Why donʼt you come visit? Do

Shonan Beach, Enoshima

● 原稿の作成と発表の際には，内容（Contents）と発表方法（Delivery）に注意しましょう。

Presentation

▶ Introduction

Let me tell you about my town, Fujisawa. Do you know where it is?

▶ Body

Look at this map. Fujisawa is located in southern Kanagawa

Contents

● プレゼンテーション原稿は，多くの場合 Introduction，Body，Conclusion の３つのパートからなります。

15

各パートの内容
（Contents）や発表方法（Delivery）について学びましょう。

かけることで，聞き手の興味を引くことができる。
Delivery

20

Let me tell you about my town ～.

It is located in the

Body

Enoshima. Every summer, over three million swimmers come to
of ～.

歴史

It is a very old town. It still has some houses built in the Edo
period.

視覚資料の提示

～ is famous for

20

Contents
Delivery
▶ Conclusion
25

Look at this map〔picture, graph, etc.〕.
Do you know what it is? This graph shows ～.
It is a picture of ～.

In this way, ～ is a nice town. I like it very much.
Why donʼt you visit ～ ? / If you have a chance, come to ～.
I think youʼll like it.

地図や写真などの視覚資料を使って説明する。

Contents

聞き手にメッセージを投げかけ，誘いかける。

Delivery

ジェスチャーとせりふを合わせる。

● 特に視覚資料を効果的に使うには，次の点をよく考えて本番に臨みましょう。

Visual Materials

30

35

▶どのタイミングで，どの資料を見せるか。
▶資料をプリントにして配るか，大きく印刷したり，スクリーンに映したりして全員の前で見せるか。
▶資料のどこに注目してほしいか。

などの視覚資料を用意します。発表会場の後ろの方からも見えるように，拡大したりスクリーンに映したりし
35

▶視覚資料を見せるときに何と言うか。

32
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聞き手にわかりやすいように，統計や数値などを使って

Fujisawa is a nice city. I love Fujisawa very much. Why donʼt you
come visit? Do you have any questions?

30

. It is ... .

アウトラインに沿って，プレゼンテーションの構成を考えてメモし，この段階で写真，絵，実物，表，グラフ
ましょう。

Shonan. Itʼs so popular, isnʼt it?

25

具体的に説明をする。

Its population is ～.

有名なもの

Conclusion

northeastern
part
southwestern
center

人口

コメント

固有名詞はゆっくり，はっきりと言うよう心がける。

Prefecture. Its population is about 430,000. Have you ever visited
Shonan Beach or Enoshima? These are pictures of Shonan and

場所・地図

町の特徴

最初に何について話すのかを述べる。ここで質問を投げ

Presentation

構成を考える

出だし

you have any questions?

SKILL 2

15

over three million swimmers visit every summer

＊市役所，観光局，本，雑誌，インターネットなどで町の情報を調べましょう。

Introduction

Have you ever visited Shonan Beach or

Every summer, over three million swimmers come to
10

2

430,000.

Enoshima? These are pictures of Shonan and Enoshima.

430,000

Features

コメント

southern Kanagawa Prefecture. Its population is about
10

History
Famous places

位置（地図を用いる），人口・歴史など，特徴（絵・写真を用いる）

原稿を暗記し，視覚資料を効果的に使いながら発表をする

where it is? Look at this map. Fujisawa is located in

Fujisawa
southern Kanagawa Prefecture

Population

3

町の名前の紹介

● 完成原稿は次の通りです。
5

めましょう。Mind Map
（p.16）を書くのもよいでしょう。

Your townʼs name

Presentation

Outline
Introduction

ました。これらの題材について，または別のことについて発表しましょう。ここでは，視覚資料
（Visual

SKILL 2

スピーチ，プレゼンテーション，ディスカッション，
ディベート，各種ライティングといった本格的な
「活
動」の流れや取り組み方，必要な表現を Skill の
ページに集約しました。
この流れに沿って，インプットした語彙や表現，
文法事項，トピックに関する情報を当てはめなが
ら，
「活動」のシミュレーションをすることで，
「型」
がインテイクされていきます。

SKILL 2

Skill

33
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