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Speaking and Writing Output 話すこと・書くことで表現

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。）

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

class?

Kay :  I’m interested in 　　　　　　　　　　　　 .  

Kazuki :  　　　　　　　　　　　　 ?  That sounds fun. Exactly what 

would you like to do?

Kay : .

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

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 Role in the activity

Stefany

dance performance choosing costume

Anthony

art exhibition making posters

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 Role in the activity

You

4. Make a presentation about your partner(s) using the information you have gotten in 3.
（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。
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.  I’m sure his design will be cool, so I’m looking forward 

to seeing the play.
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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　　③ 何を期待しているか述べる

EXPRESSIONS

stage set （舞台装置）
Good for you !

（それはいいね！）
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  FOR YOUR USE

perform a comedy skit

（コントをする）

FOR MORE USE
P . 9 5
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Workbook

本文と関連するトピックのリスニング問題

B5 判　104頁 書き込み活動ノート B5 判　56頁

活動時に「使える」文法の幅を広げる！ 表現集と書き込みスペースが一体化した，活動での必携ノート！
教科書の内容に準拠しつつも，もっと多くのリスニング問題や文法問題を扱いたいという要望に応える1冊になっ
ています。身につけた文法事項をディスカッションやディベートの中で使えるようになるという形で，授業にも
その効果が還元されていきます。

教科書のSpeaking and Writing Output, GRAMMAR COMPASSの活動型問題, Skillに対
応しています。教科書よりも広いスペースを設けているため，空欄や表に書き込みな
がら，ペアワークやライティング活動に取り組むことができます。

教科書に掲載している解説に加えて，必要な文法
解説をプラスして掲載しています。より丁寧に，
より詳しく文法を学ぶのに最適です。

解説以外は練習問題を豊富に掲載してますので，
学んだ文法項目を徹底的に練習することが可能な
構成となっています。

QRコードを読み取ると，そ
のレッスンで取り上げている
文法項目の解説が表示されま
す。質の高い例文と分かりや
すい解説で学習をサポートし
ます。

教科書に関連するトピックで，大学入学共通テ
ストなどの図や表を使ったリスニング問題を扱
っています。本文に関連した別の素材に触れさ
せることで，インプット面にも磨きをかけます。
また，リスニング音声は，QR コードを読み取る
ことで再生できます。

教科書

Skillのページも広く書
き込めるスペースを設
けています。

教科書と同じ内容なので，
このノート一冊で活動がで
きます。

別冊表現集は，各レッスンにおいて，
必要な英語での表現や英単語が掲載さ
れているので，活動時に大変役に立つ
一冊です。

教科書と同じ内容なので，
このノート一冊で活動がで
きます。

ライティング活動もステップを踏
んで，無理なくできるような設問
を設けています。

数字とマーカーは
別冊表現集に対応
しています。

文法書（
４５０頁

）

全データ
が

閲覧可能
！


