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Lesson 1
Nice to Meet You
4 ●自己紹介
(自己紹介)
* I’m …..
* My name is…….
●聞き返す
* I’m sorry.
I didn’t catch your name
●挨拶をする
*Nice to meet you.
●意味を尋ねる・説明する
*What does the name….mean?
-- It means “…….“.
Lesson 2

Hello, Friends!
(友達紹介)

4 ●許可を求める
* May I …….?
●許可を与える
* Go right ahead.
●出身地を聞く
*Where are you from?
●リストアップする
* First, …Second,… Finally,…
●方法を聞く
*How do you ……?

Sakura’s
Adventure
Episode
①
Lesson 3

At Immigration

1 ●入国審査
* May I see your passport?
* What’s the purpose of your
visit?
4 ●意見を言う
*They’re cool.
●リストアップする（事柄を列挙
して説明する）
*～, ～, and ～.

My Favorite Music
(好きな音楽)

対象学科

商業科、会計科
情報処理科

文法事項

活動・目標

･be 動詞と一般動詞
･短縮形(contraction)
･助動詞 shall
･文型

授業形態に慣れる
①声を出す
②適切な応答
③ﾍﾟｱ･ﾜｰｸ
④簡単なｽﾋﾟｰﾁの作成

･助動詞 may
･疑問詞
･too と either

･相手の出身地や通学方法を
聞く
･友達の星座や好きな教科、
苦手な教科を聞く
･例文を暗記することにより
各表現の特徴を理解する
･ペアワークで反復練習

入国審査で使われる基本的
な表現を覚える

･What + 名詞の疑問文
･受動態
･助動詞 can
･楽器につく定冠詞
･疑問文を含む平叙文

Lesson 4

What Are You
Crazy About?
興味・関心事
(ｽﾎﾟｰﾂ･映画など)

･助動詞の仮定法による表現
を理解し覚える
･誰かを誘う際の様々な表現
の練習
･誘いを断る際の様々な表現
の練習
･別れる時の表現の練習
･ｽﾎﾟｰﾂや映画など自分の興
味を説明する際の様々な表
現の練習

Sakura’s

How about
shopping?

･買い物で使える表現を覚え
る

Adventure
Episode ②

4 ●リストアップする（理由を列挙 ･･現在進行形 be going to
する）
･助動詞(would / might)
*First,… . Second, ...Third…
･be going to do
●興味・関心を伝える
*We’re crazy about ….
*I love them!
●誘う・誘いを断る
*Would you like to …?
*No way!
*How about …. ing?
*Maybe next time.
going 1 ●買い物
*May I help you?
*Can I see another ～?
*Can I try it on?

･数え上げに関する様々表現
の練習
･約束をする際の様々な表現
の練習
･音楽に関する表現の練習
･ペアワークで反復練習

Lesson 5

A Friendly
Potluck Dinner
(食べ物)

4 ●許可を求める／許可する
／許可しない
*May I …..?
*Wait until we are erady.
●説明する
*Here’s some chijimi, Korean
pancakes with Kimchi.

Lesson6

Are You All Right?
(体調)

4 ●同情する
*Oh, that’ s too bad.
●事情を理解する
*No wonder you feel tired.
●助言する
*You should ….

Sakura’s
Adventure
Episode
③

At a Restaurant

1 ●レストランでの注文
*Can I take your order?
*How would you like your eggs
done?
*Anything else?
*That’s it for now.
*Excuse me, but this is not what
I ordered.

Lesson 7

Talking about Our
Town
(町の紹介)

Lesson 8

Traditional Culture
(伝統文化)

Sakura’s
Adventure
Episode
④

Getting lost

Lesson9

Equal Roles
(家庭での役割)

4 ●描写する
*It’s about ～
kilometers
northwest of Boston.(距離･方角)
*What’s it like there?
4 ●予定を尋ねる・答える
*Any plans for winter vacation?
* I want to …
●習慣を尋ねる
*What do people do there during
the New Year holidays?
●説明する
*We eat ….
4 ●道案内
*Could I ask you something?
*How do I get to the New
Amsterdam Theater?
*Turn right at 42nd street.
*You’ll see the theater on your
right.
4 ●感想・感情を述べる
*what a delicious-looking lunch!
*That’s terrific!
* I’m embarrassed to say that….

Lesson10

Helping Each Other
(お互いに助け合う)

･助動詞 may
･ﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨの場面で使う表現
･主語の省略と命令文
の練習
･所有代名詞 mine
･助動詞 may の練習
・否定詞 not を含んだ疑 ･許可/不許可に関わる表現
問文 Isn’t it～？
の練習
･料理の見た目や味の描写に
関する表現の練習
･ 調 理 手 順 の 説 明 に 関す る
様々な表現の練習
･付加疑問文等、場面に応じ
た使い方の練習
･ペアワークで反復練習
･助動詞 should の用法
・同情の表現の練習
・現在進行形（未来）
・助言の表現の練習
・命令文
・命令文や現在進行形等、場
面に応じた使い方の練習
･ペアワークで反復練習
・注文の表現を覚える

・時間と距離･方角に関す
る it の用法
・歴史年号の読み方
・助動詞 could の用法
･同格の(, )の用法
･疑問文における省略
･未来を表す現在進行形

･描写する表現の練習
・情報を聞き出す練習

･予定について聞いたり離し
たりする練習
･習慣や伝統に対する対話を
聞き取り、概要をつかむ
・欲求や願望を伝える表現の
練習

･道案内の表現を覚える

･to 不定詞＋that 節
･感想･感情を述べる練習
･感嘆文 What a /an ～! ･感嘆文の練習
・否定詞 not を含む疑問 ･グラフの読み取り
文

4 ●推測する・主張する
・動名詞主語
*I guess ～
・What is ～like?
*I think ～
●描写する
*It’s beautiful country, but there
isn’t enough work for people.

･推測した考えを表現する練
習。
・相手の発話を正しく聞き取
って理解し、設問・問いか
けに反応する。

