
L
e s s

on

LESSO
N

1
　
 Se

lf-ln
tro

d
u

c
tio

n

7

□ 前を見て，聞き手に聞こえるように話してみよう
□ やさしい語を使い，自分の夢についても述べよう
□ 文の構成要素について学ぼう

Warm Up トピックに触れよう

1. Fill in the chart below.  Then have a dialog in pairs and take notes about your partner. 

Name You

1.  What do you like to do 
when you are free?

2.  What is your favorite  
activity?

3.  What is your dream for 
the future?

2. An exchange student, Gregory, is making a speech about himself.  Listen and fill in the blanks.

Name: Gregory Durand

Hometown: Brisbane,  1 

Favorite activities:

scuba diving,  2  number placing puzzles

What I like most: taking care of  3 

Experience: a volunteer in a  4 

Dream for the future: an animal doctor, a  5  specialist,

want to work in a wildlife sanctuary

Message to audience:

Taking care of  6  is taking care of the  7 .

Check!
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Self-lntroduction1

2023 MS 論理表現Ⅱ P006-P023 Part1.indd   7 2022/03/03   16:29

内容紹介

発信力を磨き，より高度な活動を実践！
MAINSTREAM English Logic and Expression Ⅱは，論理・表現Ⅰで身に付けた発信力を基礎に，より高度で本格
的な活動に取り組みます。実践的なインプットとガイドラインで，「どのようにすればよりよく伝わるか」を学び，目
的に応じて戦略的に英語を「使う」力を育てます。

Speech

Presentation

01

02

Opening, Body, Closing の構成のポイント
や，聞き手の興味を引く展開のポイントなど
を学習し，スピーチに取り組みます。

Part 1で学んだ構成のポイントも踏まえながら，
プレゼンテーション特有の資料の選び方や
見せ方，展開のテクニックを学びます。

トピックに関する簡単なペア活動をしたあと，
次ページのModel に基づいたリスニング活動
を行います。アウトプット活動からLesson を
始めることで，生徒たちの思考力をあたため，
Model やこれから取り組む活動への興味をか
きたてます。

解説と具体例で，発表を行う際に重要となるテクニックをインプット。
ここで学んだテクニックがModelではどのように使われているかを確認
したり，発表した人物になりきるロールプレイをしてから次のアウトプッ
ト活動に入ると，より効率的に知識を定着させることができます。

実際の発表を想定した英文です。音声や文法事項のイン
プット，True or Falseで内容理解の確認が行えるほか，
Improvement Tips の内容と合わせて確認することで，
実践的な発表のテクニックを習得することができます。

手順を踏みながら原稿を作成し，練習と発表を行います。
Model や Improvement Tips が見開きで簡単に確認できる
ので，学んだことをどのように「使う」かを考えながら，活
動を進めることができます。

Improvement Tips

Warm Up
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Model モデル文から学ぼう

Hello, everyone.  My name is Gregory 

Durand.  Can you guess where I’m 

from?  Yes, I’m from Australia, and my 

hometown is Brisbane.  I like scuba 

diving and solving number placing 

puzzles!  If you don’t know about the 

puzzles, I will explain them later.  But what I like most is 

taking care of animals, such as koalas, wallabies, and 

wombats.  They are all beautiful in their own way, aren’t they?  

I once worked as a volunteer in a zoo, and learned a lot 

about them.  Ask me anything about them.  I will be an 

animal doctor, more specifically a koala specialist.  I want to 

work in a wildlife sanctuary and help to keep those animals 

healthy and safe.  I believe taking care of animals is taking 

care of the earth.  Thank you. 

Sounds　単語や複合語のストレス・パタンに注意して発音しよう。

he
3

llo
3

　　Au
3

stra
3

li
3

a　　scu
3

ba
3

 di
3

vi
3

ng　　wa
3

lla
3

bi
3

es　　a
3

ni
3

ma
3

l do
3

cto
3

r　　sa
3

nctua
3 3

ry
3

GRAMMAR 文の要素
What I like most is taking care of animals.
（ぼくが一番好きなのは，動物の世話をすることです。）

Improvement Tips

Openingについて
聞き手は，最初の一文を聞いてどんな
スピーチなのかを知ろうとします。は
じめに質問を投げかけるなどして，聞
き手の興味・関心を引きましょう。ま
た，どのような読み上げ方（声の高さ，
大きさ，速さなど）がよいか，何度も
声に出して練習をしましょう。

EXPRESSIONS

solve + 名（名を解く）
wallaby（ワラビー＜小型の
カンガルー＞）
wombat（ウォンバット）
in 名ʼs own way（独特の方
法で，それなりに）
wildlife sanctuary

（野生生物保護区）

TRUE OR FALSE

1.（　　　　）

2.（　　　　）

3.（　　　　）

5

10

15

GRAMMAR COMPASS
P . 1 0

20

   

Good afternoon, everyone.  Iʼm Morita Kazuki.　　Do you like 

swimming? I like swimming very much.  Iʼve been working as 

a volunteer lifeguard in swimming pools for two years, and 

I want to help children get to know the joy of swimming.

I want to make many friends in this class and enjoy my 

school life.  Thank you for listening.

O p E N I N G

自分の特技や趣味の

導入として質問する

B O D Y

具体例や体験談

大学で学びたいことや，社会に出てからしたいことなど

25

C L O S I N G

2023 MS 論理表現Ⅱ P006-P023 Part1.indd   8 2021/12/11   15:51

LESSO
N

1
Se

lf-ln
tro

d
u
c
tio

n

9

Speech 発表しよう

You are going to make a speech about yourself.  It should include information about your dream for the 

future.

1. Make an outline.

▶ Opening (Greetings, name)

▶ Body (Favorite things, activities, future dream, etc.)

▶ Closing 

2. Write a speech based on the outline above.

3. Practice the speech alone, then with your partner.  

If necessary, prepare an outline with keywords. 

4. Deliver the speech to your classmates.

p.19
For a Be�er Speech

5

  FOR YOUR USE

play in a band

（バンドで演奏する）
surf the Net

（ネットサーフィンをする）
research earthquakes

（地震について研究する）
study environmental 

problems

（環境問題について学ぶ）
do welfare-related work

（福祉関係の仕事をする）
dance instructor 

（ダンスのインストラクター）

FOR MORE USE
P . 1 0 0

Improvement Tips

p.8

Give It a Shot

p.9810
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Improvement Tips

Openingについて
聞き手は，最初の一文を聞いてどんな
スピーチなのかを知ろうとします。は
じめに質問を投げかけるなどして，聞
き手の興味・関心を引きましょう。ま
た，どのような読み上げ方（声の高さ，
大きさ，速さなど）がよいか，何度も
声に出して練習をしましょう。

   

Good afternoon, everyone.  IGood afternoon, everyone.  Iʼ̓m Morita Kazuki.m Morita Kazuki.　　Do Do you you like like 

swimming?swimming? I like swimming very much.  Iʼve been working as 

a volunteer lifeguard in swimming pools for two years, and 

I want to help children get to know the joy of swimming.

I want to make many friends in this class and enjoy my 

school life.  Thank you for listening.

O p E N I N G   O p E N I N G   

自分の特技や趣味の特技や趣味の特技や

導入として質問する

B O D Y

具体例や体験談

大学で学びたいことや，社会に出てからしたいことなど

25

C L O S I N G
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Model モデル文から学ぼう

Hello, everyone.  My name is Gregory 

Durand.  Can you guess where I’m 

from?  Yes, I’m from Australia, and my 

hometown is Brisbane.  I like scuba 

diving and solving number placing 

puzzles!  If you don’t know about the 

puzzles, I will explain them later.  But what I like most is 

taking care of animals, such as koalas, wallabies, and 

wombats.  They are all beautiful in their own way, aren’t they?  

I once worked as a volunteer in a zoo, and learned a lot 

about them.  Ask me anything about them.  I will be an 

animal doctor, more specifically a koala specialist.  I want to 

work in a wildlife sanctuary and help to keep those animals 

healthy and safe.  I believe taking care of animals is taking 

care of the earth.  Thank you. 

Sounds　単語や複合語のストレス・パタンに注意して発音しよう。

he
3

llo
3

　　Au
3

stra
3

li
3

a　　scu
3

ba
3

 di
3

vi
3

ng　　wa
3

lla
3

bi
3

es　　a
3

ni
3

ma
3

l do
3

cto
3

r　　sa
3

nctua
3 3

ry
3

GRAMMAR 文の要素
What I like most is taking care of animals.
（ぼくが一番好きなのは，動物の世話をすることです。）

Improvement Tips

Openingについて
聞き手は，最初の一文を聞いてどんな
スピーチなのかを知ろうとします。は
じめに質問を投げかけるなどして，聞
き手の興味・関心を引きましょう。ま
た，どのような読み上げ方（声の高さ，
大きさ，速さなど）がよいか，何度も
声に出して練習をしましょう。

EXPRESSIONS

solve + 名（名を解く）
wallaby（ワラビー＜小型の
カンガルー＞）
wombat（ウォンバット）
in 名ʼs own way（独特の方
法で，それなりに）
wildlife sanctuary

（野生生物保護区）

TRUE OR FALSE

1.（　　　　）

2.（　　　　）

3.（　　　　）

5
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15

GRAMMAR COMPASS
P . 1 0

20

   

Good afternoon, everyone.  Iʼm Morita Kazuki.　　Do you like 

swimming? I like swimming very much.  Iʼve been working as 

a volunteer lifeguard in swimming pools for two years, and 

I want to help children get to know the joy of swimming.

I want to make many friends in this class and enjoy my 

school life.  Thank you for listening.

O p E N I N G

自分の特技や趣味の

導入として質問する

B O D Y

具体例や体験談

大学で学びたいことや，社会に出てからしたいことなど

25

C L O S I N G
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Model Speech / Presentation

実際の発表を想定した英文です。音声や文法事項のイン
プット，True or Falseで内容理解の確認が行えるほか，
Improvement Tips の内容と合わせて確認することで，
実践的な発表のテクニックを習得することができます。

Model

手順を踏みながら原稿を作成し，練習と発表を行います。
Model や Improvement Tips が見開きで簡単に確認できる
ので，学んだことをどのように「使う」かを考えながら，活
動を進めることができます。

Speech

➡ p.11


