学習メモ

コミュニケーション

英語Ⅱ

Lesson 8 ─1 The Magic of the Cotswolds
魔法にかけられて
講師

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：自分の好きな場所について述べるこ
とができる
■今日の題材：レッスン全体の概要把握

右から、講師の赤塚祐哉先生
Shizuka Rachel Anderson さん、白鳥羽純さん

■文法・表現：関係副詞、関係代名詞

※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

Pre-listening
次の写真に関しての会話を聞き、話のポイントを聞き取ってみましょう。

Guiding question
（１）結衣は１日目にどこに行きましたか。

（２）結衣は２日目にどこに行きましたか。

（３）結衣は３日目に誰に会いましたか。
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コミュニケーション

英語Ⅱ

Lesson 8 ─ 1 The Magic of the Cotswolds

Today’s focus 文法・表現
■関係副詞、関係代名詞
①関係副詞
副詞とは、時間や場所、状態などを説明するときに使われます。
例えば、a restaurant と場所だけ伝えてもどのようなレストランなのかわかりませんので、
a restaurant where we can eat fresh ﬁsh （新鮮な魚が食べられるレストラン）
のように使います。
⃝使用例
Guess the place where I was born.
（私が生まれた場所をあててみてください。）
②関係代名詞
関係代名詞とはその名詞、つまり人や物、を表す語について情報を追加したいときなどに使
われます。具体的に言うと、「車」という単語だけ言っても相手にはどんな車なのか伝わりま
せんので、
the car which I drive everyday（私が毎日運転する車）
のように使います。
⃝使用例
Do you know the shogi player who is very young and gifted?
（まだ若いのにとても才能のある棋士を知っていますか。）

Practice
外国人旅行客と羽純さんとの会話です。羽純さんが街を歩いているときに、英語で質問を受
けました。日本語の部分を英語で言ってみましょう。
旅行客：Excuse me. Do you speak English?
羽

純 : Yes, but a little.

旅行客： Is there a shop near here where we can buy beautiful post cards?
羽

純 : Could you speak more slowly?

旅行客：Oh, sorry. Is there a shop near here 綺麗なポストカードが買えるところ

羽

純：Well, you can get them at a stationery shop over there.

旅行客：Thank you so much.
羽

純 : Have a safe trip!

−2−

高校講座・学習メモ

コミュニケーション

英語Ⅱ

Lesson 8 ─ 1 The Magic of the Cotswolds

Speak out
自分の好きな場所について述べてみましょう。
What kind of restaurants do you like? Please Use “where” in your
answer.

What kind of hotels do you like to stay at? Please use “where” your
answer.

■Today's Key Word

(

)
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Lesson 8 ─ 2 The Magic of the Cotswolds

The Magic of the Cotswolds
魔法にかけられて
講師

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：
「場所」について説明できる
■今日の題材：旅行の 1 日目、結衣はどこに行ったか
■文法・表現：関係副詞：where

右から、講師の赤塚祐哉先生、Shizuka Rachel Anderson さん

※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

Pre-listening
次の写真に関しての会話を聞き、話のポイントを聞き取ってみよう。

（写真提供：ゲッティ）

Guiding question
（１）結衣が１日目に訪れた場所はどこですか。

（２）その場所はどのような意味をもつところでしたか。
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Lesson 8 ─ 2 The Magic of the Cotswolds

Today’s focus 文法・表現
■関係副詞：where
Itʼs the station where Harry departed for a magical world.
追加情報

（そこはハリーが魔法の世界へと出発した駅です。）
the station と言っていますが、その駅がどのような場所なのか、という情報を加えるた
めに、関係副詞 where を使って説明しています。

Practice
（１）あなたは外国のホテルのロビーにいます。リラックスできるコーヒーショップに行き
たいのですが、どのような英語を使うのがよいでしょうか。Is there a coffeeshop
around hereの後に続く英語を言ってみましょう。
?

Is there a coﬀee shop around here

（２）あなたはコーヒーショップに着いたのですが、スマートホンの充電がしたいので、コン
セントのある座席を探しています。どのような英語を言えばよいでしょうか。Is there
a placeの後に続く英語を言ってみましょう。
Hint!

座ることができる can sit、コンセントを使う：use a power outlet
?

Is there a place

■Today's Key Word

(

)

−5−

高校講座・学習メモ

コミュニケーション

Lesson 8 ─ 3

英語Ⅱ

Lesson 8 ─ 3 The Magic of the Cotswolds

The Magic of the Cotswolds

魔法にかけられて

講師

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：「時」について説明できる
■今日の題材：旅行の２日目、結衣はどこに行ったか
■文法・表現：関係副詞：when
※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

Pre-listening
次の写真に関しての会話を聞き、話のポイントを聞き取ってみましょう。

コッツウォルズの家屋

グロスター大聖堂 （写真提供：ゲッティ）

Guiding question
（１）結衣が訪れた大聖堂はいつごろ建てられましたか？

（２）大聖堂を見た結衣は何を思い起こしましたか？
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Lesson 8 ─ 3 Magic of the Cotswolds

Today’s focus 文法・表現
■関係副詞：when
Iʼll never forget the moment when I came across those houses.
追加情報

（私はそれらの家をふと見つけた瞬間を決して忘れないでしょう。）
the moment（その瞬間）とありますが、それがどのような瞬間なのか、という情報を加
えるために、when を使って説明しています。

Practice
（１）歴史の授業を英語で受けています。先生役のRachelが皆さんにクイズを出しますので、
答えてみてください。
Rachel：Do you know the exact year when Ginkakuji in Kyoto was built?
あなた：

（２）ロンドンのキングスクロス駅のホームで電車を待っています。電車が遅延しているよう
で、何時に着くのかわかりません。そこで駅員さんに次の電車がいつ到着するのか聞いて
みようと思っています。答えてみましょう。
Hint!

次の電車：the next train、到着する：arrive

Could you tell me the exact time.
あなた：

■Today's Key Word

(

)
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Lesson 8 ─ 4 Magic of the Cotswolds

Lesson 8 ─4 Magic of the Cotswolds

魔法にかけられて

講師

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：「人」について説明できる
■今日の題材：旅行の３日目、結衣は誰に会ったか
■文法・表現：関係代名詞: who
※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

Pre-listening
次の写真に関しての会話を聞き、話のポイントを聞き取ってみましょう。

Guiding question
（１）結衣は誰に会いましたか。

（２）彼らは何を愛しているのでしょうか。

Today’s focus 文法・表現
■関係代名詞：who
Today I met an elderly couple who had a lovely garden.
追加情報

（今日、私は美しい庭をもっている年配の夫婦に会いました）
an elder couple とありますが、an elderly couple がどのような人なのか、という情
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Lesson 8 ─ 4 Magic of the Cotswolds

報を加えるために、関係代名詞 who を使って説明しています。

Practice
あなたはある事件の目撃者です。警察にあなたが見聞きしたことを報告しています。警察官
に報告しているつもりで言ってみましょう。
あなたは前回と同じ美容師さんを指名しようとしています。名前を忘れてしまったのですが、
髪の毛の長い男性だったことを思い出しました。He is a man の後に続く英語を関係代名詞
who を使って言ってみましょう。
.

He is a man

■Today's Key Word

(

)
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Lesson 8 ─5

英語Ⅱ
まとめ

Lesson 8 ─ 5 The Magic of the Cotswolds

The Magic of the Cotswolds
講師

魔法にかけられて

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：紹介したい建物について述べることができる
■今日の題材：レッスン全体の要約と音読
■文法・表現：レッスン中の重要表現と関係副詞
※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

レッスン全体の要約と音読
文の中の「空欄」に指定されたアルファベットで始まる適切な語を入れて、本文の要約を完
成させましょう。
Yui visited Kingʼs Cross Station on the first day. The next day, she
visited the Cotswolds and saw an old (c

). It (r

) her of the

magic school in the Harry Potter movies. She also saw many old houses
built of honey-colored (l
couple. They (s

). On the third day, she met an (e
) her their garden. She was (c

)
) by the

magic of the Cotswolds.

Speak out
こんな場面、あなたならどう言いますか？
①関係副詞：where
コーヒーショップに行き、電源がある座席を探しています。店員さんに聞いてみましょう。
.

Is there a place あなた：

②関係副詞：when
列車が遅れています。駅員さんに次の列車がいつ来るのか、正確な時間を聞いてみましょう。
Could you tell me the exact time あなた：
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Lesson 8 ─ 5 The Magic of the Cotswolds

レッスン中の重要表現
（１）英語でEメールを作成しています。「あなたに会えるのを楽しみしています」と相手に
伝えたい場合、あなたならどうしますか。
あなた：

.
Hint!

look(ing) forward to を使ってみましょう。

（２）学校で私（赤塚）を探してして、何か渡したいと思っているとします。友達に「赤塚先
生を見かけたら、これを渡しておいてほしい」と言いたい場合、あなたならどうしますか。
あなた：

.
Hint!

come across を使ってみましょう。

レッスンのトピックについて話しましょう
結衣は映画ハリーポッターシリーズの舞台になったイギリスのキングスクロス駅とコッツ
ウォルズでの出来事をメールで紹介しています。次の質問に答えてみましょう。
During which season would you want to visit the Cotswolds?
あなた：

■Today's Key Word

.

(

)
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Lesson 8 ─ 6 Let's Try!

Lesson 8 ─6 Let's Try!
講師

赤塚祐哉

学習のポイント

■到 達 目 標：「おすすめの場所」について述べることができる
■今日の題材：おすすめの場所を紹介するEメール
■文法・表現：おすすめの場所を紹介するための表現
※それぞれの解答例は、番組で確認してみましょう。

■おすすめの場所を紹介する E メール
オススメの場所を E メールで書けるように練習してみましょう。（

）に入る語を書

きましょう（場所によっては２語入ります。）
A： Which place do you recommend?
B： Churaumi Sea Aquarium (

) Okinawa.

A： Nice. What is famous there?
B： Itʼs （

） its big water tank.

A： Wow. When is the best time to go there?
B： You should go there （

）.

A： Uh, huh. What should people do there?
B： You （

） enjoy a nice cup of coffee in the café next

to the tank.

■ Speak out
アメリカ人のジェイソンという高校生が今度日本に遊びに来るようです。レイチェルにオ
ススメの場所についてメールで尋ねてきました。以下は、その返信文です。次ページの Tool
Box を参考にして（

）内に英語を入れてみましょう。

Hi Jason,
Thank you for your email. Iʼ m（

）to show you around

Tokyo. My favorite place is Asakusa. Itʼs（
cherry blossom trees along the river. You（
the evening. You can take a（

） for its
） go there in

）with the paper lanterns!

Thank you and take care,
Rachel
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Lesson 8 ─ 6 Let's Try!

Tool Box
案内したい場所
自分の好きな場所
何が有名か
いつ行くのがいいのか

the bay areas in Chiba

千葉の湾岸エリア

downtown Yokohama

横浜の中心街

a theme park

テーマパーク

Chinatown

中華街

attractions and characters

アトラクションとキャラクターたち

variety of Chinese restaurants いろいろな中華料理店
at night

夜に

in February

2 月に

■羽純のおすすめの場所（E メール）

Hi Jason,
Thank you for your email. Iʼ m happy to show you around
downtown Yokohama. My favorite place is Chinatown. Itʼs famous
for its variety of Chinese restaurants. You should go there in
February. You can experience the celebration of Chinese New
Year.
Thank you and take care,
Hasumi

■Today's Key Word

(

)
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