
 

３年商業科の皆さん 
 
 お元気ですか。課題は進んでいますか。 

 
このようなスタートにはなりましたが、今年度も皆さんと一緒に勉強できること

を、嬉しく思っています。 

 
 今年度、英語表現Ⅰでは、主に新しい教科書のVision Quest CoreⅠを使用して

学習していきます。これと並行して、昨年度のコミュニケーション英語ⅡのVISTA

Ⅱの続き(Lesson 6~)も読んでいきます。 

 
 今年度のVISTAⅡの位置づけは、次のようになります。今年度もサブノートを

活用して学習していきましょう。 

 
 ・Vision Quest CoreⅠの各Lessonで重点的に学ぶ文法表現が、VISTAⅡの英文

中で実際にどのように使われているかを確認します。 

 ・VISTAⅡの面白いストーリーを通して、語彙や読解力を養います。 

 
Vision Quest CoreⅠは Lesson 4 から進めていきます。文法の勉強では説明を

聞いて、練習問題を解いていきます。皆さんの日々の復習が欠かせません。文法は

知識として学ぶだけではなく、実際に使ってみることが大切です。できるだけ、皆

さん自身が英語を使って楽しく表現をする、という活動につなげていきたいと考え

ています。 

 

今回はオンラインでのスタートになりましたので、まず課題（VISTAⅡ、 
Lesson 6 サブノート）の答え合わせをしましょう。（クラスの進度が異なるの

で、一部授業で終わったところもあります。）答え合わせができたら、正解を見な

くても回答できるか、確認してみましょう。 

 

それでは、１年間よろしくお願いします。 

  

             2020年度 英語表現Ⅰ担当 

  



Paragraph Chart   
 

解答例 

 
Section 内容 

1 

 

結衣：（①プロ）テニスプレーヤーになるために何をしましたか？ 

 圭：練習、練習、練習です。僕は負けず（②嫌い）なんです！ このこ

とが私をより熱心に練習させました。 

結衣：あなたは13歳のときにアメリカのテニス（③アカデミー）に行き

ましたね？ 

 圭：はい。初めのうちは、思ったことを英語で（④表現）できませんで

した。しかし世界中から来た選手たちと（⑤友だち）になりました。

テニスの技術だけでなく他文化についてたくさんのこともまた学

びました。 

 

2 

結衣：あなたの最もつらかった経験は何ですか？ 

 圭：19歳のときに（①ひじ）をケガして（②手術）を受けました。

約1年間、（③リハビリ）のためにテニスの試合をすることがで

きませんでした。（④最初）は、とても（⑤フラストレーション

を感じました）。 

ﾌﾞﾗｳﾝ先生：では（⑥フラストレーション）に打ち勝つためにあなたは何

をしましたか？ 

 圭：少しよくなったときに再び練習し始めました。そしてどうしたらよ

り（⑦前向き）な気持ちが持てるようになるかを学びました。 

3 

 

ﾌﾞﾗｳﾝ先生：（①身体的）な（②弱点）を補うためにあなたは（③跳躍フ

ォアハンド）の（④エアケイ）を（⑤マスター）した（⑥ようですね）。 

 圭：はい。いろんな（⑦技術）で（②弱点）をカバーできます。（⑧自

信）もまた私を強くしてくれます、しかし（⑧自信）過剰にならない

ようにしています。 

結衣：優れた選手になるために最も大切なことは何ですか？ 

圭：（⑨努力）し続けることです。 

結衣：ありがとうございました。 

 

  



Vocabulary scanning sheet   
 

日本語を隠して、英語から日本語の意味にしてみましょう。 

（できたら逆もやってみましょう。） 

Section 1~3 
 語句  語数 意味 

to become a pro tennis player 6 プロテニスプレーヤーになるために 

I hate to lose! ４ 僕は負けず嫌いなんです！ 

This made me practice harder ５ このことが私をより熱心に練習させた 

express what I thought in English 6 私が思ったことを英語で表現する 

made friends with players 4 選手たちと友だちになる 

 

not not only tennis skills 

but a lot about other cultures 

 

10 
テニスの技術だけでなく 

他文化についてたくさんのこともまた 

injured my elbow and had surgery 6 ひじをケガして手術を受けた 

because of rehabilitation 3 リハビリのために 

I was very frustrated 4 私はとてもフラストレーションを感じた 

to get over your frustration 5 フラストレーションに打ち勝つために 

got a little better ４ 少し（体調が）よくなった 

how to be more positive 5 
どうしたらより前向きな気持ちが 

持てるようになるか 

to make up for your physical 

weaknesses 
7 身体的な弱点を補うために 

Various techniques can cover my 

weaknesses 
６ いろんな技術で弱点をカバーできる 

Confidence also makes me strong 5 自信もまた私を強くしてくれる 

try not to be too confident 6 自信過剰にならないようにする 

the most important thing 4 最も大切なこと 

To keep on making an effort 6 努力し続けること 

 

 

 

 



Words Search 
 

1. Put the appropriate words in the blanks from the below. 

2. Check the answers with members of your group. 
 

 1) He had ( surgery ) last year.       彼は去年手術を受けた。 

 2) I want to be a ( pro ) soccer player   私はプロサッカー選手になりたい。 

 3) It ( seems ) that she is fine now.    彼女は今元気なようだ。 

 4) My sister ( hates ) snails.        私の姉（妹）はカタツムリが嫌いだ。 

 5) In the ( beginning ), he looked nervous.  最初は、彼は緊張しているように見えた。 

 

 hates    pro    beginning    seems    surgery    
 

 

Exercises  Write the appropriate word in each blank to match the Japanese.                                               
   

(1) 彼は少し体調が良くなったので、外出しました。 

 

He went outside because he  got  a little  better . 

 
(2) 彼女は飼い犬が死んだショックから立ち直れなかった。 

 

  She never   got    over   the shock of her dog’s death. 

 
(3) 友達の輪を広げよう。 

 

  Let’s   make   friends    with  more people.  

 
(4) あなたは遅れた分の時間を取り戻す（補う）必要がある。 

 

You need to   make    up     for     lost time.  

 
(5) 雪が一週間降り続いた。 

 

It  kept    on   snowing   for a week. 

 
(6) 京都に滞在することは夏だけでなく冬も面白い。 

 

Staying Kyoto is interesting   not      only    in summer  but  winter. 
 

 

できましたか？この続きは、次回です。 


