
Lesson 9 USE Read 1
P116, 117

２年生英語

第５回目

板書……ノートに板書しよう

教科書…教科書を見よう

ノート…ノートに書こう



season(s)



spring



summer



fall



winter





Content



動詞の過去形を〇で囲もう 教科書



動詞の過去形を〇で囲もう 教科書



いつの話かわかる言葉に を引こう 教科書



いつの話かわかる言葉に を引こう 教科書



The fire（P.117）が表すものは何だろう？ 教科書



The fire（P.117）が表すものは何だろう？

＝ okuribi

教科書



1st Reading  P116

それぞれの記事のキーワードは何か、下から選び、記号を書き入れよう。

Spring (    )  Summer(    )   Fall(    )   Winter(    )

(a)field trip               (b)festival    

(c)the sports day     (d)New Year’s Day  

(e)obon (f)first day at school

教科書



1st Reading  P116

それぞれの記事のキーワードは何か、下から選び、記号を書き入れよう。

Spring (    )  Summer(    )   Fall(    )   Winter(    )

(a)field trip               (b)festival    

(c)the sports day     (d)New Year’s Day  

(e)obon (f)first day at school

教科書

ｆ e              c                  d



2nd Reading  P116, 117

1 下線部に英語を入れて、本文の内容に合うように文を完成させよう。

(1)Emma’s school life in Japan              on April         .

(2)Emma                                    in Japanese.

(3)Emma             her            in Kyoto.

(4)The fire is for the                     spirits.

(5)Emma’s school          its sports day on                   .

(6)The students ran          , jump          and played       .

(7)Emma visited                  on New Year’s Day.

(8)Emma           an omikuji and           daikichi.

教科書



2nd Reading  P116, 117

1 下線部に英語を入れて、本文の内容に合うように文を完成させよう。

(1)Emma’s school life in Japan              on April         .

(2)Emma                                    in Japanese.

(3)Emma             her            in Kyoto.

(4)The fire is for the                     spirits.

(5)Emma’s school          its sports day on                   .

(6)The students ran          , jump          and played       .

(7)Emma visited                  on New Year’s Day.

(8)Emma           an omikuji and           daikichi.

started                  5

wrote    her     name     

visited        friend    

ancestor’s     

had                              October 10     

教科書

races            rope                     tug-of-war

a   shrine         

drew                             got         



2nd Reading(2)  P117

各記事のテーマを表す英文を、それぞれから１文ずつ選ぼう。

Spring

教科書

Summer

Fall

Winter

４つに共通することは何だろう？



2nd Reading(2)  P117

各記事のテーマを表す英文を、それぞれから１文ずつ選ぼう。

Spring

教科書

Summer

Fall

Winter

My school life in Japan started today.

I learned about obon.

My team did not win, but win or lose,
we all had a good time.

Japanese culture is interesting.

４つに共通することは何だろう？

各記事の最後の文



英語の文章の書き方

自分が選んだ話題を示す。Opening

板書

Body

Closing

話題について、具体的な内容を書く。

自分の感想やまとめを、一言で書く。

（例）夏

Opening 京都にいる友だちを訪ねた。

Body 山に灯る送り火を見た。

送り火はご先祖様の霊のためだと、友だちから聞いた。

Closing お盆について学んだ。



Homework 

①Lesson9 読解プリント１枚



Lesson 9 USE Read   P116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring       April 5 

 

I just got back 

from my first day at school. 

 

I saw cherry blossoms 

in the school yard. 

 

I met my classmates 

and teachers. 

 

I wrote my name  

in Japanese. 

 

My school life in Japan 

started today. 

 

 

 

Summer     August 16 

 

I visited a friend of mine 

in Kyoto. 

 

I saw okuribi 

on the mountain. 

 

My friend said, 

“The fire is for our ancestors’ 

spirits.” 

 

I learned about obon. 

春     ４月５日 

 

私はちょうど戻ってきました 

初日の学校から。 

 

私は桜を見ました 

校庭で。 

 

私はクラスメートに会いました 

そして先生に。 

 

私は自分の名前を書きました 

日本語で。 

 

私の日本での生活が 

今日始まりました。 

 

 

 

夏     ８月１６日 

 

私は友人の一人を訪ねました 

京都で。 

 

私は送り火を見ました 

山にある。 

 

私の友人が言いました 

「その火は私たちのご先祖様の魂の 

ためにあるの。」 

 

私はお盆について学びました。 

 



Lesson 9 USE Read   P117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall     October 10 

 

Our school had its sports day 

today. 

 

Many people came. 

 

We ran races. 

 

We jumped rope. 

 

We played tog-of-war. 

 

My team did not win, 

but win or lose, 

we all had a good time. 

 

 

 

Winter     January 1 

 

I visited a shrine 

on New Year’s Day. 

 

I hoped for good luck, 

and I drew an omikuji. 

 

I got daikichi! 

 

Japanese culture is interesting. 

秋     １０月１０日 

 

私たちの学校で体育祭がありました 

今日。 

 

たくさんの人が来ました。 

 

私たちはレースを走りました。 

 

私たちは大縄跳びをしました。 

 

私たちは綱引きをしました。 

 

私のチームは勝てませんでした 

しかし、勝ち負けにかかわらず 

私たちはみんな楽しみました。 

 

 

 

冬     １月１日 

 

私は神社を訪れました 

正月に。 

 

私は幸運を願いました 

そして、おみくじを引きました。 

 

私は大吉を引きました！ 

 

日本文化は興味深いです。 

 



Lesson 9 Read 読解プリント   第５回目 

 

１ 教科書 P116 の内容について、空欄に適する語を下から選んで書こう。 

（１）Emma saw cherry blossoms in the                  . 

（２）Emma’s school life in Japan started on                  5. 

（３）Emma went to Kyoto and met a                  of hers in August. 

 

 

 

２ 教科書 P116 の内容について、次の文が正しければ〇を、ちがっていれば×を書こう。 

（１）Emma didn’t meet her teachers on her first day at school.       [  ] 

（２）Emma wrote her teacher’s name in English.              [  ] 

（３）The fire of okuribi is for ancestors’ spirits.               [  ] 

 

３ 教科書 P117 の内容について、次の質問に（ ）内の語数で答えよう。 

（１）When did Emma’s school have its sports day? ( 3 ) 

                                              

（２）Did Emma’s team win at the sports day? ( 3 ) 

                                              

（３）Where did Emma go on New Year’s Day? ( 5 ) 

                                              

 

４ 教科書 P116, 117 の内容について、次の英文が表す季節を英語で書こう。 

（１）Emma saw okuribi and learned about obon.                            

（２）Emma hoped for good luck and drew an omiukuji.               

（３）The students ran races, jumped rope and played tug-of-war.          

（４）Emma’s school life in Japan started.                      

 

５ 次の日本語にあたる名詞のかたまりを、本文の中から探して書こう。 

（１）私の学校の初日 ( 5 ) 

                                              

（２）京都にいる私の友人の１人 ( 6 ) 

                                              

２年    組    番 氏名                     

March  April  schoolyard  mountain  friend  teacher 



Lesson 9 Read 読解プリント   第５回目  解答 

 

１ （１）schoolyard  （２）April （３）friend 

２ （１）×   （２）×   （３）〇 

３ （１）On October 10.  （２）No, it didn’t. （３）She went to a shrine. 

４ （１）summer  （２）winter （３）fall （３）spring 

５ （１）my first day at school  （２）a friend of mine in Kyoto 

 



Lesson 9 USE Read 2
P116, 117

２年生英語

第６回目

板書……ノートに板書しよう

教科書…教科書を見よう

ノート…ノートに書こう

日本訳…英語、日本語訳プリントを見よう





Past Tense



空欄に入る動詞は何かな？
Spring April 5

I just got back
from my first day at school.

I saw cherry blossoms
in the schoolyard.

I met my classmates
and teachers.

I wrote my name
in Japanese.

My school life in Japan
started today.

春 ４月５日

私はちょうど戻ってきました
初日の学校から。

私は桜を見ました
校庭で。

私はクラスメートに会いました
そして先生に。

私は自分の名前を書きました
日本語で。

私の日本での生活が
今日始まりました。



空欄に入る動詞は何かな？
Spring April 5

I just got back
from my first day at school.

I saw cherry blossoms
in the schoolyard.

I met my classmates
and teachers.

I wrote my name
in Japanese.

My school life in Japan
started today.

春 ４月５日

私はちょうど戻ってきました
初日の学校から。

私は桜を見ました
校庭で。

私はクラスメートに会いました
そして先生に。

私は自分の名前を書きました
日本語で。

私の日本での生活が
今日始まりました。



空欄に入る動詞は何かな？

Summer August 16

I visited a friend of mine
in Kyoto.

I saw okuribi
on the mountain.

My friend said,
“The fire is for
our ancestors’ spirits.”

I learned about obon.

夏 ８月１６日

私は友人の一人を訪ねました
京都で。

私は送り火を見ました
山にある。

私の友人が言いました
「その火は私たちのご先祖様の魂の
ためにあるの。」

私はお盆について学びました。



空欄に入る動詞は何かな？

Summer August 16

I visited a friend of mine
in Kyoto.

I saw okuribi
on the mountain.

My friend said,
“The fire is for
our ancestors’ spirits.”

I learned about obon.

夏 ８月１６日

私は友人の一人を訪ねました
京都で。

私は送り火を見ました
山にある。

私の友人が言いました
「その火は私たちのご先祖様の魂の
ためにあるの。」

私はお盆について学びました。



空欄に入る動詞は何かな？
Fall October 10

Our school had its sports day
today.

Many people came.

We ran races.

We jumped rope.

We played tog-of-war.

My team did not win,
but win or lose,
we all had a good time.

秋 １０月１０日

私たちの学校で体育祭がありました
今日。

たくさんの人が来ました。

私たちはレースを走りました。

私たちは大縄跳びをしました。

私たちは綱引きをしました。

私のチームは勝てませんでした
しかし、勝ち負けにかかわらず
私たちはみんな楽しみました。



空欄に入る動詞は何かな？
Fall October 10

Our school had its sports day
today.

Many people came.

We ran races.

We jumped rope.

We played tog-of-war.

My team did not win,
but win or lose,
we all had a good time.

秋 １０月１０日

私たちの学校で体育祭がありました
今日。

たくさんの人が来ました。

私たちはレースを走りました。

私たちは大縄跳びをしました。

私たちは綱引きをしました。

私のチームは勝てませんでした
しかし、勝ち負けにかかわらず
私たちはみんな楽しみました。



空欄に入る動詞は何かな？

Winter January 1

I visited a shrine
on New Year’s Day.

I hoped for good luck,
and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

冬 １月１日

私は神社を訪れました
正月に。

私は幸運を願いました
そして、おみくじを引きました。

私は大吉を引きました！

日本文化は興味深いです。



空欄に入る動詞は何かな？

Winter January 1

I visited a shrine
on New Year’s Day.

I hoped for good luck,
and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

冬 １月１日

私は神社を訪れました
正月に。

私は幸運を願いました
そして、おみくじを引きました。

私は大吉を引きました！

日本文化は興味深いです。



Words



空欄に入る単語、熟語は何かな？
Spring April 5

I just got back
from my first day at school.

I saw cherry blossoms
in the schoolyard.

I met my classmates
and teachers.

I wrote my name
in Japanese.

My school life in Japan
started today.

春 ４月５日

私はちょうど戻ってきました
初日の学校から。

私は桜を見ました
校庭で。

私はクラスメートに会いました
そして先生に。

私は自分の名前を書きました
日本語で。

私の日本での生活が
今日始まりました。

２語

４語

２語

１語

２語



空欄に入る単語、熟語は何かな？
Spring April 5

I just got back
from my first day at school.

I saw cherry blossoms
in the schoolyard.

I met my classmates
and teachers.

I wrote my name
in Japanese.

My school life in Japan
started today.

春 ４月５日

私はちょうど戻ってきました
初日の学校から。

私は桜を見ました
校庭で。

私はクラスメートに会いました
そして先生に。

私は自分の名前を書きました
日本語で。

私の日本での生活が
今日始まりました。



空欄に入る単語、熟語は何かな？

Summer August 16

I visited a friend of mine
in Kyoto.

I saw okuribi
on the mountain.

My friend said,
“The fire is for
our ancestors’ spirits.”

I learned about obon.

夏 ８月１６日

私は友人の一人を訪ねました
京都で。

私は送り火を見ました
山にある。

私の友人が言いました
「その火は私たちのご先祖様の魂の
ためにあるの。」

私はお盆について学びました。

１語

１語

１語



空欄に入る単語、熟語は何かな？

Summer August 16

I visited a friend of mine
in Kyoto.

I saw okuribi
on the mountain.

My friend said,
“The fire is for
our ancestors’ spirits.”

I learned about obon.

夏 ８月１６日

私は友人の一人を訪ねました
京都で。

私は送り火を見ました
山にある。

私の友人が言いました
「その火は私たちのご先祖様の魂の
ためにあるの。」

私はお盆について学びました。



空欄に入る単語、熟語は何かな？
Fall October 10

Our school had its sports day
today.

Many people came.

We ran races.

We jumped rope.

We played tog-of-war.

My team did not win,
but win or lose,
we all had a good time.

秋 １０月１０日

私たちの学校で体育祭がありました
今日。

たくさんの人が来ました。

私たちはレースを走りました。

私たちは大縄跳びをしました。

私たちは綱引きをしました。

私のチームは勝てませんでした
しかし、勝ち負けにかかわらず
私たちはみんな楽しみました。

２語

３語

１語

４語



空欄に入る単語、熟語は何かな？
Fall October 10

Our school had its sports day
today.

Many people came.

We ran races.

We jumped rope.

We played tog-of-war.

My team did not win,
but win or lose,
we all had a good time.

秋 １０月１０日

私たちの学校で体育祭がありました
今日。

たくさんの人が来ました。

私たちはレースを走りました。

私たちは大縄跳びをしました。

私たちは綱引きをしました。

私のチームは勝てませんでした
しかし、勝ち負けにかかわらず
私たちはみんな楽しみました。



空欄に入る単語、熟語は何かな？

Winter January 1

I visited a shrine
on New Year’s Day.

I hoped for good luck,
and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

冬 １月１日

私は神社を訪れました
正月に。

私は幸運を願いました
そして、おみくじを引きました。

私は大吉を引きました！

日本文化は興味深いです。

１語

４語

２語

２語



空欄に入る単語、熟語は何かな？

Winter January 1

I visited a shrine
on New Year’s Day.

I hoped for good luck,
and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

冬 １月１日

私は神社を訪れました
正月に。

私は幸運を願いました
そして、おみくじを引きました。

私は大吉を引きました！

日本文化は興味深いです。



Translation 
Japanese ⇔ English



英語⇔日本語 それぞれ訳してみよう
Spring April 5

I just got back
from my first day at school.

I saw cherry blossoms
in the schoolyard.

I met my classmates
and teachers.

I wrote my name
in Japanese.

My school life in Japan
started today.

春 ４月５日

私はちょうど戻ってきました
初日の学校から。

私は桜を見ました
校庭で。

私はクラスメートに会いました
そして先生に。

私は自分の名前を書きました
日本語で。

私の日本での生活が
今日始まりました。



英語⇔日本語 それぞれ訳してみよう

Summer August 16

I visited a friend of mine
in Kyoto.

I saw okuribi
on the mountain.

My friend said,
“The fire is for
our ancestors’ spirits.”

I learned about obon.

夏 ８月１６日

私は友人の一人を訪ねました
京都で。

私は送り火を見ました
山にある。

私の友人が言いました
「その火は私たちのご先祖様の魂の
ためにあるの。」

私はお盆について学びました。



英語⇔日本語 それぞれ訳してみよう
Fall October 10

Our school had its sports day
today.

Many people came.

We ran races.

We jumped rope.

We played tog-of-war.

My team did not win,
but win or lose,
we all had a good time.

秋 １０月１０日

私たちの学校で体育祭がありました
今日。

たくさんの人が来ました。

私たちはレースを走りました。

私たちは大縄跳びをしました。

私たちは綱引きをしました。

私のチームは勝てませんでした
しかし、勝ち負けにかかわらず
私たちはみんな楽しみました。



英語⇔日本語 それぞれ訳してみよう

Winter January 1

I visited a shrine
on New Year’s Day.

I hoped for good luck,
and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

冬 １月１日

私は神社を訪れました
正月に。

私は幸運を願いました
そして、おみくじを引きました。

私は大吉を引きました！

日本文化は興味深いです。



Summary 



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Spring

教科書

On April 5, Emma’s school life in Japan started.   
She saw cherry blossoms in the schoolyard. 



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Summer

教科書



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Summer

教科書

On August 16, Emma visited her friend in Kyoto.
She saw okuribi on the mountain. など



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Fall

教科書



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Fall

教科書

On October 10, Emma’s school had its sports day.
They ran races. など



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Winter

教科書



3rd Reading  P117

Springを例にして、Summer, Fall, Winterの写真についても話してみよう。

Winter

教科書

On January 1, she visited a shrine on New Yea’s
Day.  She hoped for good luck. など



Homework 

① Lesson9 まとめプリント１枚



Lesson 9 まとめプリント   第６回目 

 

1 教科書 P111～117 の内容に関する次の質問に、英語で答えよう。 

Lesson9-1 

（１）Did Emma visit many places in Japan last year? 

      → Yes,                                   . 

（２）What did Emma post on her blog? 

      →                                   many pictures. 

（３）What do Emma’s pictures show? 

      →                  show                  life in Japan. 

 

Lesson9-2 

（４）Where did Emma go last weekend? 

      →                                                    Akita. 

（５）Who made kamakura? 

      → Some volunteers                  . 

（６）What did Emma do in a kamakura? 

      →                                   rice cakes. 

 

Lesson9-Read 

（７）When did Emma’s school life in Japan start? 

      →                                                    April 5. 

（８）In the summer, who did Emma visit in Kyoto? 

      →                                    a friend of                  . 

（９）What did Emma’s school have on October 10? 

      →                                   its sports day. 

（１０）Did Emma visit a shrine on New Year’s Day? 

      → Yes,                                   . 

（１１）What did Emma do at the shrine? 

      → She                  for good luck, and                  an omikuji. 

 

 

 

２年    組    番 氏名                     



２ 次の英文のまちがいを見つけて、正しい英文を下に書こう。 

（１）先週、私は京都を訪れました。 

× I visit Kyoto last week. 

〇                                                                                           

（２）トモキはアメリカに住んでいたのですか。 

× Did Tomoki lived in the USA? 

〇                                                                                           

（３）ぼくは今日はテレビを見ませんでした。 

× I watch not TV today. 

〇                                                                                           

（４）私たちは昨日、動物園で青木先生を見かけました。 

× We see Mr Aoki in the zoo yesterday. 

〇                                                                                           

 

３ 次の日本語の意味になるように、空欄に適する語を書こう。 

（１）おもちがたくさん！ － 母が作ったんです。 

A lot of rice cakes! – My mother made                  .  

（２）日本文化はおもしろいです。 

Japanese culture                                   .  

（３）ユカリはよく、トムに英語で手紙を書きます。 

Yukari often                  letters to Tom                  English.  

（４）ぼくの友だちの１人が大阪に住んでいます。 

A friend                                   lives in Osaka.  

（５）家族と私は、１月１日に神社を訪れました。 

My family and I visited a shrine                                   1.  

（６）日本での生活はどうですか。 

How is your                                                   .  

（７）彼女とはいつ知り合ったんですか。 － 去年の冬です。 

                  did you meet her? – I                  her last winter.  

（８）小林先生が、「もう帰りなさい」って言ってたよ。 

Mr Kobayashi                 , “Go home now.”  

（９）私たちはちょうど、オーストラリアから戻ってきたところです。 

We                                   back from Australia. 

 



Lesson 9 まとめプリント   第６回目  解答 

 

１ （１）she did   

（２）She posted  

（３）They, her   

（４）She went to  

（５）did 

  （６）She ate   

（７）It started on  

（８）She visited, her   

（９）It had 

 （１０）she did  

 （１１）hoped, drew 

２ （１）I visited Kyoto last week.  

（２）Did Tomoki live in the USA? 

 （３）I didn’t watch TV today.    

  （４）We saw Mr Aoki in the zoo yesterday. 

３ （１）them   

（２）is interesting  

（３）writes, in  

（４）of mine  

（５）On January 

   （６）life in Japan  

   （７）When, meet  

（８）said  

（９）just got 

 



英作文 語順表

２年生英語

第７回目

語順表…語順表を見よう



語順表とは
関西大学外国語学部教授の田尻悟郎氏が作成した、英語の語順をまとめたものです。

英語と日本語の大きな違いである、単語の順番を視覚的に理解することができます。

２年生の最初のテーマは「自分の考えを積極的に正確に英語で表現すること」です。

そのためには、辞書とこの語順表が大きな力になります。習う文法事項が増えると、さま

ざまな枝分かれをします。現段階では、大きく分けて３つのグループになります。

①一般動詞がある場合 ②一般動詞がない場合 ③「います、あります」で終わる場合

①に関しては、A、Bに分かれています。



Ken            plays           tennis        in the park   everyday.

Ken            went                          to the library  yesterday.

ケンは する テニスを 公園で 毎日 。

ケンは 行った 図書館に 昨日 。

1-A

1-B

語順表



2-A Ken              is               angry                      now    .

ケンは ＝（～です） 怒っている 今 。

語順表



3-A Ken              is                                in Kyoto       now    .

ケンは います 京都に 今 。

語順表



補足
・色がぬられている青色、灰色、オレンジ色、黄色は語順

が固定される。

・茶色の縦連続枠はよく順が入れ替わる。

・緑色の「とき」を表す表現は複数使える。

・『だれ何(を／に)』では値段や時間、距離なども使われる。

語順表



Example 1



僕は電車で新宿に行った。



僕は 電車で 新宿に 行った。

ね ね ね



僕は 電車で 新宿に 行った。

went

一般動詞



1-B

僕は 電車で 新宿に 行った。

僕は 行った 新宿に

電車で

I went to Shinjuku
by train          .

語順表



I went to Shinjuku by train.

1-B



Example 2



トムは上手にクリケットをすることができる



ね ね ね

トムは 上手に クリケットを することができる



トムは 上手に クリケットを することができる

can play

一般動詞



1-A

トムは 上手に クリケットを することができる 。

トムは することができる クリケットを 上手に

Tom can play cricket well .

語順表



Tom can play cricket well.

1-A



Example 3



彼らは学校の近くにいます。



ね ね

彼らは 学校の近くに います。



彼らは 学校の近くに います。

be動詞(are)

います、あります



3-A

彼らは 学校の近くに います 。

彼らは います 学校の近くに

They are near the school            .

語順表



They are near the school.

3-A



Example 4



クマモンは人気のキャラクターです。



クマモンは 人気のキャラクター です。



be動詞(is)

クマモン = 人気のキャラクター

クマモンは 人気のキャラクター です。



2-A

クマモンは 人気のキャラクター です 。

クマモンは ＝ 人気のキャラクター

Kumamon is a popular character                              .

語順表



Kumamon is a popular character.

2-A



Practice



3-A

Q１ トイレは階段の下にあります。

トイレは あります 階段の下に

The restroom      is                      under the stairs .

A1 The restroom is under the stairs.

語順表



2-A

Q2 東京は大都市です。

東京は ＝ 大都市

Tokyo is         a big city                      .

A2 Tokyo is a big city.

語順表



2-A

Q3 ケンはたいてい７時に起きる。

ケンは 起きる ７時に

Ken  usually   gets up at seven .

A3 Ken usually gets up at seven.

たいてい

語順表



2-A

Q4 彼らはテレビでサッカーの試合を見た。

彼らは 見た サッカーの試合を テレビで

They watched   a soccer game on TV           .

A4 They watched a soccer game on TV.

語順表



Homework 

①英作文プリント ※語順表を見ながら取り組むこと



英語の語順表①

1 一般動詞がある場合

2 一般動詞がない場合

3 「います、あります」で終わる場合

☆見方

・青色は主語（S）、灰色は動詞（V）、オレンジ色は目的語（O）、黄色は補語（C）

・色がぬられている青色、灰色、オレンジ色、黄色は語順が固定される。

・茶色の縦連続枠はよく順が入れ替わる。

・緑色の「とき」を表す表現は複数使える。

・『だれ何(を／に)』では値段や時間、距離なども使われる。

1-A

1-B

だれ何が/は
イコール

（be動詞）
だれ何/どんなだ

いつ

何時に

2-A

だれ何は
be動詞

(いる・ある)
→　スキップ　→ どこ

いつ

何時に

3-A

どこ

だれにとって

いつ

何時に→　スキップ　→

だれ何を/に

2020.5.18

だれ何が/は どうする

どこ

どのように

付加 も

付加 付加

付加

も

も



・青色は主語（S）、灰色は動詞（V）、オレンジ色は目的語（O）、黄色は補語（C）



英作文プリント① 
 

（１）私はクミです。【２－A】 

 

 

 

 

（２）あなたはケンです。【２－A】 

 

 

 

 

（３）これは古いカレンダーです。【２－A】 

 

 

 

 

（４）あれは佐藤先生です。【２－A】 

 

 

 

 

（５）彼は数学の先生です。【２－A】 

 

 

 

 

（６）僕はかばんの中にボールを（１つ）もっているよ。【１－A】 

 

 

 

 

（７）僕はサッカーが大好きです。【１－A】 

 

 

 

 

（８）僕はサッカーを毎日学校でやっています。【１－A】 

 

 

 

 

（９）僕はギターを弾きません。【１－A】 

 

 

 

 

（１０）私はときどき家族のためにだし巻きを作ります。【１－A】 

 

 



英作文プリント② 
 

（１１）彼はきみの新しいクラスメートです。【２－A】 

 

 

 

 

（１２）私は音楽部に所属しています。（音楽部の中にいます）【３－A】 

 

 

 

 

（１３）私たちはいつも毎週火曜日と木曜日に練習します。【１－B】 

 

 

 

 

（１４）これらは私の両親です。【２－A】 

 

 

 

 

（１５）彼らは今ロンドンに住んでいます。【１－B】 

 

 

 

 

（１６）私のお母さんは美術を教えています。【１－A】 

 

 

 

 

（１７）それは野球のバットのようです。【２－A】 

 

 

 

 

（１８）それは私の国で人気です。【２－A】 

 

 

 

 

（１９）彼女はスポーツをしません【１－A】 

 

 

 

 

（２０）彼女はしばしばお祭りで演奏します。【１－B】 

 

 



英作文プリント③ 
 

（２１）僕は両方ほしいです。【１－A】 

 

 

 

 

（２２）彼は本当にスポーツが好きです。【１－A】 

 

 

 

 

（２３）彼は上手にバスケをすることができます。【１－A】 

 

 

 

 

（２４）彼は車いすバスケチームの一員です。【２－A】 

 

 

 

 

（２５）私たちはスポーツをやって楽しむ（する そして 楽しむ）ことができます。【１－A】 

 

 

 

 

（２６）彼らは自分たちの（彼らの）ひざの上でボールを運ぶことができます。【１－A】 

 

 

 

 

（２７）彼らはボールを見ることができません。【１－A】 

 

 

 

 

（２８）１チームがゴールめがけて（に）ボールを投げます。【１－A】 

 

 

 

 

（２９）その女の子は読書しています。【１－B】 

 

 

 

 

（３０）この男の子はスピーチの練習をしています。【１－A】 

 

 



英作文プリント④ 
 

（３１）たくさんの人がアメリカではスペイン語を話します。【１－A】 

 

 

 

 

（３２）彼女はしばしばおもしろい話をします。【１－A】 

 

 

 

 

（３３）メグは子どもと本を読んでいます。【１－A】 

 

 

 

 

（３４）彼は秋にはフットボールチームでプレーしています。【１－B】 

 

 

 

 

（３５）私は去年たくさんの場所を訪れました。【１－A】 

 

 

 

 

（３６）それらは私の日本での生活を表しています。【１－A】 

 

 

 

 

（３７）私はたくさんのかまくらを見ました。【１－A】 

 

 

 

 

（３８）私は自分の名前を日本語で書きました。【１－A】 

 

 

 

 

（３９）私は山にある送り火を見ました。【１－A】 

 

 

 

 

（４０）日本文化おもしろいです。【２－A】 

 

 



 



Lesson 9 Use Write 

２年生英語
第８回目

板書……ノートに板書しよう

教科書…教科書を見よう

ノート…ノートに書こう

P118, 119



Mission: 昨年の思い出を記事にする。

Lesson9を参考にして文章構成を理解し，英語で記事を１つ書く。

廊下に張り，新入生やAETに見てもらう。中学１年間での成長を見せる。

内容は，学校生活と私生活のどちらでもよい。

評価項目は，以下の２点

①「外国語表現の能力」…内容を工夫している

②「知識・理解」…文法や文章構成を理解し，正確に使っている



Lesson9で学んだこと

文法：一般動詞の過去形（規則動詞・不規則動詞）

⇒ 動詞を過去の形に変える

①eで終わる動詞 dをつける

②子音字+yで終わる動詞 最後のyをiにかえてedをつける

③短母音+子音字で終わる動詞

最後の子音字を重ねてedをつける

④たいていの動詞 edをつける

⑤不規則に変化するもの



Lesson9で学んだこと

内容：（１）日本の年中行事，四季における学校生活
（２）英語の文章構成

⇒ ３つの構成

①Opening: 自分が話したい主題，できごと

②Body:        内容を具体的にのべる

③Closing: 主題に対しての感想，まとめ



Emma’s Spring Memory P116

日本での学校生活の初日

校庭で桜を見た
友だち，先生に会った
日本語で名前を書いた

日本での生活が始まった

my first day at school

saw / cherry blossoms / schoolyard

met / my classmates and teachers

wrote / my name / Japanese

my school life in Japan / started 

I just got back from my first day at school.  

I saw cherry blossoms in the schoolyard.  I met my classmates and teachers.

I wrote my name in Japanese.

My school life in Japan started today.

Opening:
Body:

Closing:



Emma’s Summer Memory P116

京都にいる友だちを訪ねた

送り火を見た
ご先祖様の魂のためだと
友達が言った

お盆について学んだ

visited / my friend / in Kyoto

saw / okuribi

my friends / said /

ancestor’s spirits 

learned / obon

I visited a friend of mine in Kyoto.

I saw okuribi on the mountain.

My friend said, “The fire is for our ancestors’  spritis.”

I learned about obon.

Opening:
Body:

Closing:



Emma’s Fall Memory P117

体育祭

たくさんの人が来た
レースを走った
大縄跳びをした
綱引きをした

勝っても負けても楽しかった

sports day

many people / came

ran / races

played / tug-of-war

win or lose / had a good time

Our school had its sports day today.

Many people came.  We ran races.  We jumped rope.

We played tug-of-war.

My team did not win, but win or lose, we all had a good time.

Opening:
Body:

Closing:

jumped / rope



Emma’s winter Memory P117

正月のお参り

幸運を祈った
おみくじを引いた
大吉が出た

日本文化っておもしろい

visited / a shrine / New Year’s day

hoped / good luck
drew / omikuji
got / daikichi

Japanese culture / interesting 

I visited a shrine on New Year’s Day.

I hoped for good luck, and I drew an omikuji.

I got daikichi!

Japanese culture is interesting.

Opening:
Body:

Closing:



Ken’s Memory P118

校外学習（鎌倉）

１１月に鎌倉に行った
大仏を見た
博物館で歴史の勉強をした

とても楽しんだ

field trip / Kamakura

visited / Kamakura / November

saw / a big Buddha

enjoyed / very much 

Our school has two field trip every year.

We visited Kamakura in November.  We saw a big Buddha.

We studied the history of the city at the museum.

We enjoyed Kamakura very much.

Opening:
Body:

Closing:

studied / history / museum

教科書



まとめると…

Our school has two field trip every 

year.  We visited Kamakura in November.  

We saw a big Buddha.  We studied the 

history of the city at the museum.  We 

enjoyed Kamakura very much.

Field Trip to Kamakura
Kato Ken

教科書



Our school has two field trip every 

year.  We visited Kamakura in November.  

We saw a big Buddha.  We studied the 

history of the city at the museum.  We 

enjoyed Kamakura very much.

Field Trip to Kamakura
Kato Ken

タイトルのルール
前置詞（toやinなど）以外はすべて

頭文字を大文字に 記事には署名が必要
写真やイラストを

教科書



書いてみよう①日本語メモ



書いてみよう②英語メモ



Opening:

Body:

Closing:

書いてみよう③英作文



書いてみよう④下書き（提出用）

２年 組 番 氏名



Homework 

①下書き

②写真，イラストを用意しておく



書いてみよう④下書き（提出用）

２年 組 番 氏名


