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Our Project 3

記者会見を開こう

Our Project 7

Goal
記者会見の目的に沿って，わかりやすいスピーチをする。
会見の要点を聞きとり，質問したり答えたりする。
よりよい会見になるように，積極的に友だちにアドバイスを
する。
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Expression Box

【目的】  It’s exciting to tell you that I got first prize ~.  優勝したと伝えられるのがうれしいです。
 I’ll open a new school.  新しい学校を始めるつもりです。
【背景など】 Family support made me decide to ~.  家族の支えのおかげで～を決心できました。
 I’ll call this one ~.  私はこれを～と呼ぶつもりです。
 I want to ask you to support ~.  ～を支えてくれるようお願いしたいです。

モデル会見を確認しましょう。　

幕末から明治にかけて活躍した，土佐出身のジョン万次郎が記者会見を
行っています。　　 

（1） 会見を聞き，次の点を中心にメモしましょう。　　　
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（2） スピーチ原稿と，記者とのやりとりを読んでみましょう。
 

  John:  Hi, everyone.  I’m Nakahama Manjiro.  Americans call me John Mung.  

Today I’m happy to tell you that I’ve come back from America.  When I was 

fourteen, a strong wind took our fishing boat to the middle of the ocean.  

However, I was lucky that an American ship saved us.  I lived in America 

for 10 years.  I’m back now, so I want to help people by using English.  

Please let me know if you need my help.  Thank you.

 　　　　　　　　 注：この答えはフィクションです。活動では自由に話を作ってみましょう。

  Interviewer: How long were you in the ocean?

   John:  Well, we were there for five days.  We reached an island after that.  

There was no one.  We survived there for about five months.

  Interviewer:  What did you enjoy the most while you were in America?

   John:  It is difficult to choose one, but I enjoyed fashion the most.  Americans 

taught me how to dress up.  Do I look cool?

幕末から明治にかけて活躍した，土佐出身のジョン万次郎が記者会見を

記者会見の原稿を考えましょう。　

❶  だれになりきって，どんな会見をするかを決めましょう。複数人で会見したり，架空の
人物になりきったりしてもかまいません。
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❷  　　の「本人のスピーチ」を参考に，記者会見に向けて原稿メモを作りましょう。
メモができたら，ペアになってアドバイスし合いましょう。

会見を開く人物 会見の目的

 芸能人，研究者，歴史上の人物　など  結婚，新製品の発明，海外進出の報告　など

　　の「本人のスピーチ」を参考に，記者会見に向けて原稿メモを作りましょう。1

アイディアを出すときには，
マッピングも活用できるね。

Beginning
（導入）

Body
（展開）

Ending
（まとめ）

【はじめのあいさつ，自己紹介】

【会見の目的や背景，自分の思い　など】

【終わりのあいさつ】

・ジョン万次郎の言っていたこと

・記者の質問内容

本人のスピーチ 

記者からのQ&A
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記者会見の練習をしましょう。　

❶  グループになって会見役と記者役に分かれ，記者会見の練習をしましょう。
 

　 みんなの前でスピーチをしましょう。スピーチが終わったら，記者役の人からの質問に答えましょう。

（1）  会見役の人のスピーチを聞き，キーワードをメモしましょう。　　 Steps 2 （p.38）

（2）  キーワードのメモをもとに，もっと聞きたい部分に波線（　　　）を引きましょう。

（3） （2）をもとに質問してみましょう。

❷  相手からよかった点と課題を聞き，課題については具体的な改善策を考えましょう。

・よかった点

・課題と改善策

　  スピーチが早い→ポーズを入れ，ゆっくり話すよう心がける。

❷ 会見が終わったら，できたと思うことについて， 　に　をつけましょう。
  　  つなぎことばなどを使って，聞き手にわかりやすく伝えた。
  　  声の大きさや発音，スピードに注意して，聞き手のほうを見ながら会見した。
  　  抑

よく
揚
よう
や間

ま
のとり方を工夫した。

  　  聞き手を引きつける表情やジェスチャーを入れた。
  　  友だちの会見を聞き，積極的に質問をした。

❸  すべての会見が終わったら，自分が「いちばんよいと思った会見者」と「質問がじょうず
だった記者」をそれぞれ選び，その理由も書きましょう。

Best Speaker: I chose                                because

Best Interviewer: I chose                                because

❶  練習のときと違うグループになり，グループごとに記者会見をしましょう。
自分が会見をしないときは，記者役になりましょう。
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お互いを意識して
話すことが重要だね。

会見役

記者役

Z spe@aker Z chose


