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PROGRAM

3
Taste of Culture

Goal

真央とダニエルの話を聞きましょう。　
あなたはどんな屋台の食べ物が好きですか。

したいことや行動の目的などを表現する。
屋台で食べられる料理について話す。
将来の夢について，意欲的に表現する。
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Our Project 4

Z taste
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PROGRAM 3

自分のしたいことが言えるようになろう。　　 

動作について言えるようになろう。　　 

行動の目的を言えるようになろう。
何をするためのものか言えるようになろう。　　 

Scenes
1

2

3

 英語のしくみ（p.37）

 
 

Word Box

go shopping

play with my dog　
watch a movie

 
 

Word Box

play the guitar　
read manga　
make a cake　

 
 

Word Box

take a train　
buy a book　
bitter　
sour　

 A: What do you want to do this weekend?

 B: I want to go fishing.

（例）

　　　　　　　　週末にしたいことを表現しましょう。  Speak      Write&

　　　　 アンの話を聞き，内容に合う絵に〇をつけましょう。　　 Listen

 We visit this to see animals.

 It’s something to eat.  It’s yellow.  It’s sweet.

（例1）

（例2）

　　　　　　　　例を参考に，クイズを作りましょう。  Speak      Write&

❶ （　　　　）　　　❷ （　　　　）　　　❸ （　　　　）
a. 　　　　　　　　　b. 　　　　　　　　　c. 　　　　　　　　　d. 

　　　　 サムがクイズを出しています。内容に合う食べ物を選びましょう。　　 Listen

❶姉は毎日マンガを（　読むこと ／ 描くこと　）を楽しんでいる。
❷弟は野球を（　すること ／ 見ること　）が好き。

　　　　 純が姉と弟について話しています。内容に合うものを選びましょう。　　 Listen

 A: I enjoyed watching a movie last Sunday.

 B: Great.  I enjoyed playing basketball.

（例）

　　　　　　　　この前の日曜日に楽しんだことを表現しましょう。　 アクションカード  Speak      Write&

a. （　　　　）　　　　b. （　　　　）　　　　c. （　　　　）　　　　d. （　　　　）　

① 巻末資料⑬の  からトピックを1つ選んで話そう。  からトピックを1つ選んで話そう。A
Try

   Goal 1

Yes.  I like hip-hop dance. Sure!

Are you in the dance club? I want to see your performance.

Thanks.  I enjoy dancing every day. Please stop talking about it.

Your dance steps are great! We have a math quiz today.

Ah, will you be a Broadway dancer? Go for it.

I’ll go to New York to study dance. Yes.  I have a lot of things to do.

[9] stop lot want watch発音

Z hi
@

p-hop

Z ra@cket

Z expe@nsive

Z pre@sent

Z step(s)

Z quiz

Z cha@racter

Z New Yo@rk

Bro@adway
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PROGRAM 3

真央たちは地域のお祭りにやってきました。 　　 

 Daniel: Wow, there are so many stands here.

 Mao: Yes.  I want to eat an “American dog.”

 Daniel:  An “American dog”?  

  Ah, you mean a corn dog!

 Mao:  A corn dog!  I see.  

  What do you want to have?

 Daniel: I want to have something sweet.

 Mao: Then, how about wata-ame?

 Daniel:  Ah, it’s cotton candy in English.  

  It’s from the U.S.

 Mao: Is it?  I didn’t know that.

1

Think
2人の対話は続きます。 　　 

 Mao: Do people in the U.S. enjoy street food too?

 Daniel:  Yes.  There are many street vendors in New 

York.  We enjoy eating outside.

 Mao: What kind of food do you have?

 Daniel:  We have pretzels, lobster rolls, 

  ramen burgers, and so on.

 Mao: Ramen burgers?  What are they like?

 Daniel: They use ramen noodles instead of buns.

 Mao:  Sounds delicious.  Mmm … my mouth is 

watering.

2

5

10

5

10

　 プレッツェル

　 ニューヨークの屋台 　 ラーメンバーガー

　 ロブスターロール

　 アメリカンドッグ

アメリカアメリカ
ニューヨークニューヨーク

② 自分が行きたいところと，その理由を話そう。
Try

column

綿あめの起源は諸説あ
りますが，1904年に
アメリカ人の歯科医が
電動式の綿あめ製造機
を開発したことで，大
きく広まりました。

water（l.10）の意味を
辞書で調べましょう。

Q&A
What is an “American dog” in English?

Where is wata-ame from?

1

2
Q&A

What can people see on streets in New York?

Does Mao want to eat a ramen burger? 

1

2

We have pretzels, (R) lobster rolls, (R) ramen burgers, (R) 
and so on. (Y)

発音

Z co@rn dog

Z co@tton

Z ve@ndor(s)

Z pre@tzel(s)

Z lo@bster

Z no@odle(s)

Z inste@ad

Z bun(s)

~, and so on

instead of ~

音読音読
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PROGRAM 3Retell
3 いろいろな国の屋台に興味をもった真央がクラスで発表します。 　　 

  Look at this picture.  It looks like sashimi.  We 

can enjoy this food at food stands in the 

Netherlands.

  This is a traditional Dutch food.  Some people use 

toothpicks to eat it.  Others enjoy it in “the Dutch 

way.”

  Around the world, there are many kinds of street 

food to try.  I think street food shows each country’s 

food culture.

5

　 ハーリング（ニシンの塩漬
づ
け）

　 昔からあるハーリングの食べ方

 ハーリング（ニシンの塩

 
 

❶ 本文を通してもう一度音読し，内容を確認しましょう。

❷  写真や絵，語句の中から話せそうなものを選び，本文の内容をペアの相手に伝えましょう。
付け加えたい語句があれば，　 の右にメモしましょう。■

❸ 相手を変えて，本文の内容を伝えましょう。相手が使ったよい表現はどんどん取り入れましょう。

  festival

  a corn dog

■ 

■ 

■ 

■ 

  the Netherlands

  in “the Dutch way”

■ 

■ 

■ 

■ 

  see many stands

  enjoy

  eat outside

■ 

■ 

■ 

■ 

  street vendors in New York

  a traditional food like sashimi

オランダオランダ

③ 昨年楽しんだことについて話そう。
Try

 
 

   Goal 2

column

ハーリングの切り方や
食べ方は，地域や店に
よって異なります。首
都のアムステルダムで
は，小さくカットされ
たハーリングが主流で
す。

❶  屋台料理の魅力は何で
しょうか。

❷  あなたなら，どんな屋台
料理を外国の人にすすめ
ますか。

   Goal 2

Q&A
What is Mao talking about?

What does Mao think about street food?

1

2

look / food toothpick発音

the Ne@therlands

Dutch

Z to@othpick(s)

Z each

look like ~

Some ~.  Others ....

around the world

音読
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英語のしくみ PROGRAM 3

A: What do you want to be in the future?

B:  I want to be a farmer.  I want to grow healthy 

vegetables.  How about you?

A:  I want to be a voice actor because I like watching 

anime.

B:  Great.  I hope your dream will come true.

Interact　
Your Dream ①1
あなたは将来，何になりたいですか。理由やその職業でしたいことを入れて，自分の考えを言いましょう。
 　 巻末資料 ⑭

用法 意味 働き
1 名詞的用法 「～すること」 名詞の働きをする

2 副詞的用法 「～するために」 動作の目的

3 形容詞的用法 「～する（ための）…」 前にある名詞や代名詞を説明する

1. 名詞的用法 ： Ken wants to play baseball.　　　　　 
 Our plan is to swim this afternoon.　　
 To play soccer is fun.　　　　　　　　　
2. 副詞的用法 ： I went to Hokkaido to see my uncle. 

 　　
3. 形容詞的用法： Daniel has a lot of books to read.

    　 

111 〈to＋動詞の原形〉（不定詞）

222 〈動詞の -ing形〉（動名詞）

〈to＋動詞の原形〉の形を不定詞と言い，３つの使い方があります。

「～すること」と言うときは，動名詞〈動詞の -ing形〉を使うこともあります。

　 Playing tennis is interesting.           
　 I enjoyed eating lunch with my friends.　
　 My hobby is watching baseball games.　　 

形を変えた動詞が
名詞と同じ働きをするので
動名詞と言うんだよ。

●目的語に不定詞を使う動詞，動名詞を使う動詞
　1. 不定詞と動名詞どちらも使う：like，startなど
 ◯ I like to play soccer. ◯ I like playing soccer.
　2. 不定詞だけ使う：want，hopeなど
 ◯ My sister wants to be a nurse. × My sister wants being a nurse.
　3. 動名詞だけ使う：enjoy，finishなど
 ◯ We finished cleaning the room. × We finished to clean the room.

Your Dream ②2
① 夢を実現するためには，どのようなことが必要だと思いますか。
　　  で話したことをもとに，英文にまとめましょう。  で話したことをもとに，英文にまとめましょう。1

② 英文を書いたら，友だちと交換し合って感想をもらいましょう。

  I want to be a farmer to grow healthy 

vegetables.  I have a lot of things to do.  I have 

to learn about vegetables, soil, and farm 

machines.  I’ll do my best.

理由・したいこと

なりたい職業

         

   Goal 3

Z he@althy Z voice Z a@ctor Z soil Z farm Z machi
@

ne(s) in the future / come true


