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Warm-Up

Unit

次の質問に英語で答えましょう。また、ペアでお互いに質問してみましょう。

(1) Do you like English?

 ______________________________________________________________________

(2) What are you studying in your English class now?

 ______________________________________________________________________

(3) What do you want to be able to do in English?

 ______________________________________________________________________

　皆さんはこのコースで英語のプレゼンテーションの勉強をします。仲間を前にして自分

の思うことを英語で言う訓練です。大学を卒業し、社会人になると、たいがいの仕事で英

語が必要になります。なかでも、英語によるプレゼンテーションは職業人必須のツールです。

在学中にぜひ、その基礎を学んでください。

自己発信の英語を学ぶ

Enjoy Your Presentations in English1
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Learning to Express Yourself in English

 自己表現のための英語

　日本の英語教育は国際理解教育という、より大きな営みのなかに位置づけられています。英語教育を

この目的にそって実行するとなると、３つの活動が求められます。すなわち、（１）英語を国際言語とし

て学ぶ、（２）自国の文化を説明する、（３）他国の文化を理解する、です。

　英語教育で自己表現と説明的コミュニケーション

スキルを強調することは、世界的な意味合いがあり

ます。もし世界の人びとが英語の授業でアメリカや

イギリスの勉強ばかりしていると、日本人とベトナ

ム人が出会ったときにどうなるでしょうか。もちろ

ん、彼らはニューヨークやロンドンの話をするわけ

ではありません。

 まずは自分のこと、日本のことを英語で言う

　当然のことながら、日本人はベトナムのことに、ベトナム人は日本のことに興味があるでしょう。で

すから、各国の英語教育では、自分の考えや自国の価値体系と行動規範を英語で言えるようにする訓練

が求められるのです。英語は情報交換の言語であるといわれますが、私たちが自分の情報を英語で伝達

できなければ、なんにもなりません。

 英語プレゼンテ―ションの枠組み

　英語プレゼンテーションは次のような枠組みでできています。

挨　拶 	 Good morning, ladies and gentlemen.

話題の導入 	 Today, I'd like to talk about A (and B).

話題の展開 	 First, I'm going to discuss… Then, I'm going to move on to…. Finally, I want to 
look at…

結　論 	 In conclusion, I’d like to emphasize that…

質　問  Okay, does anyone have any questions?

謝　辞  Well, thank you for listening to my presentation today.

　実は、この仕組みは日本語のプレゼンテーションと同じです。日本語を英語で言うだけですから、気

軽にやってください。また、日本語でも、英語でも、バリエーションがたくさんあることに注意してく

ださい。本書では Unit 1のModel Presentationでこの形式を踏んでいますが、他ではスペースの都合

で省略しています。
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Questions & Answers

I’m learning English because I want to talk about myself 
and my country with people from (    ) national 
and cultural backgrounds.

Why are you learning English?

次の会話を聞き、空欄に適切な語を入れてみましょう。     

When I was a high school student, my English teacher 
said in a class, “English is an (     ) language. 
You can use it with people from most countries of the 
world.” I was very impressed by that (     ).

When and why did you become interested in English?

Yes. After I became a college student, I met a Vietnamese 
student at an international friendship party sponsored by 
an (     ) group in Tokyo. We talked about Japan 
and Vietnam in English.

Have you ever tried to communicate with a foreign person 
in English?

She was able to answer my questions about her country very 
well, but I could not answer her questions about Japan very 
well. So I decided to study English much (    ).

What happened when you tried to communicate with that 
person?
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Model Presentation

次のプレゼンテーションを聞き、空欄に適切な語を入れて、

次の質問に True/False で答えましょう。

Why I Am Learning English

Good morning, everyone. Today I want to tell you why I’m learning English. I’m 

learning English because I want to talk about myself and my country with people from 

different national and cultural ( ). When I was a high school student, my 

English teacher said in a class, “English is an international language. You can use it with 

people from ( ) countries around the world.” I was very impressed by that 

fact. After I started college, I met a Vietnamese student at an international friendship 

party ( ) by an NPO group in Tokyo. We talked about Japan and Vietnam in 

English. She was able to ( ) my questions about her country very well, but 

I could not answer her questions about Japan very well. Unfortunately, I was not able 

to take ( ) of the language for exchanging information. So I’ve decided to 

work harder to be able to say what I wish to say in English. Well, that’s about all I have to 

say. Do you have any questions?  [Questions]  OK, thank you very much for your kind 

attention.

(1) When the speaker was a high school student, she was told that English is an 
international language. True / False

(2) At the international friendship party, both students could not communicate well 
with each other in English. True / False

(3) Because of the experience with the Vietnamese student, the speaker wants to study 
harder to improve her spoken English. True / False

Unit 1    Enjoy Your Presentations in English
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Before  Your Presentation

Expression Box

プレゼンテーションで使われる常套句・
SET PHRASES USED FOR PRESENTATIONS

皆さんこんにちは  Good morning/afternoon/evening, 
ladies and gentlemen.

友人  friend
同僚  colleague
私（ども）のプレゼンテーションにきていただきありがと
うございます  Thank you for coming to my (our) 
presentation./Welcome to my (our) presentation.

今日、私が言いたいことは～です
 What I want to talk about today is ～
２つのことをお話しします  I have two things to discuss 
（それには）２つ理由があります  
 I have two reasons for ～ 
まとめると  Summing up/To summarize

結論をいうと  In conclusion/To conclude

国際言語としての英語・ENGLISH AS AN 
INTERNATIONAL LANGUAGE

外国語としての英語
 English as a Foreign Language (E.F.L.)
第二言語としての英語
 English as a Second Language (E.S.L.)
国際コミュニケーション  international communication
異文化間コミュニケーション
 intercultural communication
多文化英語  multicultural English
世界諸英語  World Englishes
グローバル言語  global language
共通語  common language
仲介言語  intermediary language
情報交換の言語  language for information exchange

次の質問に英語で答えましょう。 

(1) What is your career plan?

 ______________________________________________________________________

(2) Do you plan to study abroad while you are studying in your university?

 ______________________________________________________________________

(3) Why do you think English is regarded as an important language to learn?

 ______________________________________________________________________

(4) What will you do to improve your ability to express yourself in English?

 ______________________________________________________________________

▶Before Your PresentationとYour Presentationを考える際に参考にしてください。



11

Your Presentation 

いろいろな英語  varieties of English

留学・STUDYING ABROAD

短期留学  overseas study for a short period
1 年留学プログラム  one-year study abroad program
ホームステイ  homestay
ホストファミリー  host family
夏学期  summer semester
夏期講座  summer school program
観光ビザ  tourist visa
学生ビザ  student visa
インターンシップ  internship
企業訪問  visiting a company for work observation
奨学金  scholarship

キャリアプラン・CAREER PLAN

教師  teacher

看護師  nurse
医師  doctor
消防士  firefighter
警察官  police officer
弁護士  lawyer
公認会計士  certified public accountant
税理士  licensed tax accountant
弁理士  patent lawyer
ファイナンシャルプランナー  financial planner
メーカー  maker/manufacturer
金融機関  financial institution
サービス業  service industry
観光業  tourism industry
外資系企業  foreign-owned company
*Unit 6 の Expression Box も参照してください。

「私が英語を学習する理由」というトピックでプレゼンテーションの原稿を書いて、ペアかグループ
でプレゼンテーションをしてみましょう。

Unit 1    Enjoy Your Presentations in English
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Warm-Up

2
Unit

Talking about Yourself
パワーポイントの利用

　授業やサークルで、キャンパスの外の活動のなかで、そして就職後は職場で、そして取

引先に対して、自分のことを知ってもらいたいと思う機会はたくさんあります。この章では、

特に自分のことだけでなく、家族や友人のことを紹介することにより、差支えない範囲で

プライベートな生活環境を説明し、打ち解けた雰囲気を作る方法を学びましょう。

次の質問に英語で答えましょう。また、ペアでお互いに質問してみましょう。

(1) Where are you from?

 __________________________________________________________________

(2) Do you have any pets at home?

 __________________________________________________________________

(3) How many generations live together in your family?

 __________________________________________________________________

2
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Using PowerPoint

 視覚的な資料の効果

　紹介、説明、提案、報告など、

さまざまな目的をもった口頭

説明には、視覚的な補助資料

を使うことにより、ことばだ

けの場合よりもずっと内容が

伝わりやすくなります。写真、

図、彩りが加わると、プレゼ

ンテーションの魅力を高める

役割も果たします。

 パワーポイントの利点

　そのような効果を出すには、パワーポイントを利用しましょう。聴覚と視覚の両方に訴えれば、分かり

やすく、動きも加わった、楽しいプレゼンテーションをめざすことができます。特に聞くだけではイメー

ジしにくい内容は、ぜひ、目でも見せてあげてください。

 ページ数と文字情報量

　何ページも用意する必要はありません。多くの文字説明を加える必要もありません。次々とページがめ

くられ、さらに多くの文字を読まなければならないと、リスナーはページを目で追うことに忙しく、肝心

の口頭説明に集中できなくなってしまいます。

　ただし、文字情報が非常に効果的な場合もあります。数字、数量の変化、内訳や細分化など、口頭では

聞き逃しやすい情報は、ぜひ、パワーポイントで提示しましょう。表やグラフをもちいて内容を整理すると、

より見やすくなるでしょう。

 たとえば家族を紹介する場合

　家族ひとりひとりの容貌や雰囲気をことばで描写するのは難しいのですが、写真やイラストを使えば、

家族構成、男女の別、年齢構成などを見せることができます。簡単な家系図を作成すれば、より広い親族

関係が一目瞭然になります。そのうえで、個人の職業・学年や特徴、家族の恒例行事や思い出に残るイベ

ントを加えるなどすれば、効果的に家族紹介をすることができます。
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次の会話を聞き、空欄に適切な語を入れてみましょう。     

Questions & Answers
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Where do you come from?

What are the names of your family members?

When and where did your family last go 
somewhere together?

What are you looking forward to doing 
with your family next?

I (                     ) from Sendai.

My father’s name is Keisuke, my mother’s 
name is Naomi, and my  (                             ) 
sister’s name is Megumi.

We went to Bangkok during  (                       ) break.

I’m looking  (                         ) to all the family coming 
together at home in Sendai  (                       ) the New 
Year holiday. 
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Model Presentation
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Unit 2     Talking about Yourself

次のプレゼンテーションを聞き、空欄に適切な語を入れて、次の質問に True/False で答えましょう。

   My Family   

Let me tell you about my family and myself. I come from Sendai, and I’m 

( ) living in my university dormitory. I’m the oldest child of the Yoshikawa 

Family, and that’s why my parents ( ) me Ichitaro. I have a younger sister, 

Megumi, who’s turning 17 soon. My mother and Megumi live together but my father 

works at his company’s ( ) in Thailand. My mother has less housework to 

do without my father and me at home, and seems to like that very much. All four of us 

got ( ) in Bangkok during spring break. I’d like you to look at a family photo 

we took in Bangkok. You can see that my father is ( ), and that’s because he 

often plays golf. My mother looks very happy at the family reunion. I’m looking forward 

to all the family coming together at home in Sendai during the New Year holiday.

(1) The Yoshikawa Family has two children, a boy and a girl.  True / False

(2) Ichitaro’s mother has more work to do because her husband is away and cannot 
help her at home.  True / False

(3) Ichitaro’s father will probably remain in Thailand during the New Year holiday.  
 True / False
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Expression Box

Before  Your Presentation

▶Before Your PresentationとYour Presentationを考える際に参考にしてください。

家族 • FAMILY

～人家族である  consist of ~ members
大家族  extended family
核家族  nuclear family
親  parent
祖父母  grandparents
兄弟・姉妹  brother/sister
おじ・おば  uncle/aunt
従兄弟・従姉妹  cousin
姪  niece
甥  nephew
扶養家族  dependent
父方の  paternal
母方の maternal
親戚  relative

住居 • RESIDENCE

府県  prefecture
大都市の  metropolitan
田舎  country/countryside
～の中央／中央付近にある
 located in/near the center of
～の郊外にある  
 located in the suburbs/on the outskirts of
二階建ての家  two-story house
分譲マンション  condominium
賃貸マンション  rented apartment
ワンルーム  studio apartment/one-room apartment
近隣・自宅周辺  neighborhood
住宅地  residential area
商業地区  business district
居心地のよい  comfortable
広い  spacious/roomy

次の質問に英語で答えましょう。

(1) If you have your own family in the future, do you want a big, medium-size, or small 
family?

 __________________________________________________________________

(2) What do you think about living in a university dormitory?

 __________________________________________________________________

(3) How often do you communicate with your family members?

 __________________________________________________________________

(4) What things do you do for other members of your family?

 __________________________________________________________________
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Your Presentation 

性格 • CHARACTER/PERSONALITY

厳しい  strict
温和な  calm
優しい  gentle/kind
几帳面な  well-organized
勤勉な  diligent
活動的な  energetic
熱心な  enthusiastic
自信のある  confident
可愛らしい  cute/adorable
頼りになる  dependable

容姿・風貌 • APPEARANCE

～に似ている  take after/resemble
容姿端麗な  good-looking
姿勢がよい  have a good posture
背が高い  tall

痩せている  thin/skinny 
筋肉質の  muscular
丸顔  round face
面長  narrow face
強面の  scary-looking

友人関係 • FRIENDSHIP

仲が良い  be on good terms
一緒に旅行する  go on a trip together
一緒にいて楽しい  enjoy spending time together
食事をする  have a meal
会話が弾む  have a good conversation
親友  best friend/close friend
幼なじみ  friend from childhood/childhood friend
同じ考え／目的／意見／好み／趣味の  like-minded
親身になってくれる  empathetic

「私と家族」または「私と友人」というトピックでプレゼンテーションの原稿を書いて、ペアかグルー
プでプレゼンテーションをしてみましょう。




