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第３学年２組 外国語（英語） 学習構想案 

指導者  伊藤 紳一郎 
場 所 ３年２組教室 

１ 単 元 名  Volcanoes in Japan 
２ 単元の目標  
 ○ 友達や教師との会話活動や，自己表現活動に意欲的に取り組もうとしている。 

                  （コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 
 ○ 現在完了「継続」・「経験」用法を用いて，自分のことについて表現している。 

（表現の能力） 
 ○ 現在完了「継続」・「経験」用法を含む文章の内容を理解している。 

                                  （理解の能力） 
 ○ 現在完了「継続」・「経験」用法を理解し，その知識を身に付けている。 

                        （言語や文化についての知識・理解） 
３ 「学びの成立」に迫るために 
（１）単元をどうとらえるか 
   本単元では，新出文法事項として，現在完了「継続」・「経験」が登場する。それらを用いて自己表現をすること，教科

書本文の内容を理解することを通して，現在完了「継続」・「経験」用法を身に付けるようにする。 
（２）生徒の実態                         （平成２４．５．１９実施 ３学年２組 ２７人） 

＜本単元を進めていく上での生徒の意識＞ 
１ 英語の歌を聞くことは好きですか。 

（好き ９人，どちらかといえば好き １３人，どちらかといえば嫌い ４人，嫌い １人） 

２ 授業で英語の歌を使って学習することは好きですか。 

（好き ４人，どちらかといえば好き １７人，どちらかといえば嫌い ５人，嫌い １人） 

３ I have already read this book.の日本語の意味は何ですか？ 

（正解 ２４人，不正解 ３人） 

４ I have just read this book.の日本語の意味は何ですか？ 

（正解 ２５人，不正解 ２人） 
    英語に関する調査によると，英語の歌を聞くこと，授業で歌を題材として扱うことに関しては，好意的に捉えている

生徒が多い。 
    また，既習事項の現在完了「完了」用法の意味を理解している生徒は約９割で，前単元での文法事項の定着がなされ

ていると考えられる。 
（３）「学び」を創る 

本時では，歌を題材として扱い，生徒の学習意欲の喚起，異文化理解・異文化への興味の喚起を意図している。 
第一の課題は，歌詞の最初の１行の意味を書かせるものである。前単元・本単元で学んだ文法事項を活用してその意

味を書くことで，現在完了の意味・用法を定着させることができると考えている。 
第二の課題は，歌詞の最初の部分の４行の名訳をつくらせるものである。既習事項の知識を足がかかりとして，歌詞

を読み込み，その情景を想像して意訳をしなければ“名訳”を生み出すことはできないため，高い課題設定であると考

えている。 
どちらの課題においても，３～４人のグループ活動，コの字型の机配置という学習形態を取り入れる。「困ったときは

自分から友達に訊く」，「友達の意見を聴く」ことで，全ての生徒が「自分の意見・答えを持つ」ことができるようにさ

せる。 
４ 指導と評価の計画（８時間扱い） 
  第１次 現在完了用法の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４時間 
  第２次 教科書本文の理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３時間 

第３次 現在完了用法の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間 
  

１時 
（本時） 

・現在完了用法を活用して英文の日本語の意

味を書く。 
・歌詞を読み，現在完了用法を活用し，その

意味を書く。 

・現在完了用法を活用して，英文の日本語の意味を書くこと

ができる。     （言語や文化についての知識・理解） 
・歌詞の意味を読み取り，最初の部分の“名訳”を書くこと 
ができる。               （理解の能力） 

 
 
 
 



５ 本時の活動 
（１）ねらい 
   ・歌詞の意味を考える活動を通して，現在完了用法についての理解を深める。 
   ・歌詞を読み込み，その意味を深く考える活動を通して，直訳ではない“意訳”をする。 
（２）準備・資料 
   CD『We’ve Only Just Begun』，CDプレーヤー，ワークシート，歌詞の拡大コピー（英語・日本語），和英辞書，英和

辞書，白いレース・誓いの言葉（写真），カーペンターズの写真 
（３）展開 

学びの成立に向けた学習活動 教師の働きかけ及び評価（◎） 
１ 本時の学習課題を把握 
・”We’ve only just begun to live” の意味を考える。 

 ＜予想される考え＞ 
・私たちはちょうど住む（生きる）ことを始めたばかりです。 
・私たちは住む（生きる）ことをちょうど始めたところです。 
・私たちはただ単に住む（生きる）ことを始めたところです。 
・私たちはただ単に住む（生きる）ことを始めただけです。 
・私たちはたった今住む（生きる）ことを始めたばかりです。 

 ・友達の意見を聴く。 
 ・意味，文法事項の確認をする。 
 
 
 
 
 
 
 
２ 学び合いを進める学習活動 

“歌詞の最初の部分”を“名訳”してみよう 
＜歌詞の最初の部分＞ 

We've only just begun to live 
White lace and promises 
A kiss for luck and we're on our way 
We've only begun 

＜予想される考え＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                 ⇓ 
 
 
 

・グループでの学習とし，考えを聴き合うよ

うにさせる。 
・一人で困っている生徒には，グループの友

達に聞くよう促したり，辞書の活用を促し

たりする。 
・現在完了の用法を忘れてしまっている生徒

には，ノートを見て振り返るようにさせる。 
・答えが書けない生徒が多いときには，既習

事項を明記したヒント用紙を掲示し，参考

にさせる。 
・答えを書けた生徒が増えてきたら，コの字

型に戻し，書いた意見を聴き合う。同時に

「現在完了」についての復習をする。 
◎ 現在完了用法を活用して，英文の日本語

の意味を書くことができる。 
 （知識・理解）＜ワークシート＞ 

 
・歌っている歌手についての情報を与える。 
・歌詞を読ませた後にCDを聴かせ，歌詞に

込められた意味を想像させる。 
・グループで課題に取り組ませる。 
・一人で困っている生徒には，グループの友

達に聞くよう促したり，辞書の活用・既習

事項の活用を促したりする。 
・歌詞の意味を書くことができた生徒には，

発表してもらい，自分の意見と比較したり，

参考にしたりするよう促す。 
・コの字型に戻し，歌詞の意味の発表と書い

た理由を述べさせる。また，「歌詞はどんな

状況を表しているのか」と問い，意見を出

し合いながら，歌詞に込められた意味につ

いての考えを深めさせるようにする。 
・思考が止まっている生徒や“意訳”の発想

がなかなか出てこない生徒が多いときに

は，ヒントとして，「白いレース」「誓いの

言葉」を表す写真を見せる。 
◎ 歌詞の意味を読み取り，最初の部分の“名

訳”を書くことができる。 
（理解の能力）＜ワークシート＞ 

歌詞を読み，”We’ve only just begun to  
live”は，「（結婚する）二人の人生は始まっ

たばかり」という内容であると気づくこと

ができたとき，学びが成立したとする。 
 

 

聴く 
＜友達と聴き合いながら歌詞の直訳をする＞ 
・私たちはちょうど住むことを始めたばかりです 
・白いレースと約束 
・幸運のためのキスと私たちは道のりの途中です 
・私たちは始めただけ 

つなぐ 
＜友達との意見交換から気付く＞ 
・私たちはたった今生きることを始めたばかり 

・白いレースと約束の言葉 
・幸運のキスをして私たちは道の途中にいる 

・私たちは始まったばかり 

広げる 
＜学級全体での意見交換から気付く＞ 
・ふたりは今生きることを始めたばかり 
・白いレースと誓いの言葉 
・幸運の口づけを交わしてふたりは旅立つ 
・ふたりの人生は始まったばかり 

学びの成立 



＜別紙資料＞ 
 
１ 生徒の実態 

「学びの成立」に関する生徒の意識調査（平成２４．５．１９実施 ３学年２組 ２７人） 
・課題について，自分なりの考えや思いをもつことができる。 
（はい １１人，どちらかといえばはい １５人，どちらかといえばいいえ １人，いいえ ０人） 

・自分の考えや思いを，相手に伝える。 
（はい １１人，どちらかといえばはい １５人，どちらかといえばいいえ １人，いいえ ０人） 

・相手の思いや考えを聴き入れることができる。 
（はい １７人，どちらかといえばはい １０人，どちらかといえばいいえ ０人，いいえ ０人） 
・学び合うことを通して，自分なりに課題を解決しようとする。 
（はい １５人，どちらかといえばはい １１人，どちらかといえばいいえ １人，いいえ ０人） 

・課題について，さらに調べたり，考えたりして追究していこうとする  
（はい ６人，どちらかといえばはい １２人，どちらかといえばいいえ ８人，いいえ １人） 

    「学びの成立」に関する調査から，自分の考えをもち，聴き合いながら，課題を解決しようとする生徒が多いことが

わかる。しかし，課題について追究しようとする生徒が少なくなっている。 
 
２ 板書計画 
We’ve Only Just Begun                                      Friday, June 15th sunny 
 
Target1  「We’ve only just begun to live」の意味を考えよう 
 
（日本語訳） 
・ 
・ 
・ 
 
Target2 “歌詞の最初の部分”を“名訳”してみよう 
 
 
 
 
３ 座席表  □女９ ■男１４ 
    

教卓 
 

   

 
■ ■  ■ □  ■ □ 

□ ■  □ ■  □ ■ 

■   ■ □  ■ □ 

■ ■  □ ■  □ ■ 

 
 
 
 

歌詞の拡大コピー 
（英語） 

歌詞の拡大コピー 
（日本語） 



指導細案 
 

１．板書計画 

We’ve Only Just Begun                               Friday, June 15th sunny 

 

Target1  「We’ve only just begun to live」の意味を考えよう 

      ・（訳例）→書いてもらう 

      ・ 〃 

      ・ 〃 

 

Target2 “歌詞の最初の部分”を“名訳”してみよう 

 

 

２．準備物 

・ワークシート ・CD ラジカセ（CD） ・歌詞の拡大コピー（英・日） ・磁石 ・和英辞書 ・英和辞書  

・白いレース・誓いの言葉（写真），カーペンターズの写真，ヒントカード 

 

３．流れ 

課題１ 「We’ve only just begun to live」の意味を考えよう 

① 「We’ve only just begun to live」の意味を書く。＜コの字＞ 

・１つ目の課題を提示し，理解させる。 

② 「We’ve only just begun to live」の意味を書く。＜グループ＞ 

・すぐにグループにして，課題に取り組ませる。 

・困っている生徒が多い場合には，ヒントカードを提示する（現在完了，不定詞）。 

③ 書いた答えを発表してもらう＜コの字＞ 

④ 意味の確認。文法事項の復習（現在完了，不定詞）＜コの字＞ 

・課題文にアンダーラインor ヒントカードを用いながら説明・確認する。 

課題２ “歌詞の最初の部分”を“名訳”してみよう 

① ワークシート配布＜コの字＞ 

・カーペンターズについて説明をする（プロフィール，写真を見せる）。 

・日本語の意味を音読させる。 

・CD を聴かせる（１回）。 

② “歌詞の最初の部分”を名訳する。＜グループ＞ 

③ この歌詞は，どんな状況を表しているのかを考える＜グループ形態のまま＞ 

・意見を発表してもらう，その根拠を聞く。 

・白いレース，誓いの言葉の写真を見せる。 

④ “歌詞の最初の部分”を名訳する②＜グループ＞ 

⑤ 書いた答えを発表してもらう②＜コの字＞ 

・書けた人に発表してもらう（発表者を考えておく） 

⑥ CD を聞き，“歌詞の最初の部分”を名訳する③＜コの字＞ 

※授業後，生徒たちがつくった「翻訳例」を伝える。 

 

歌詞の拡大コ

ピー 

（英語） 

歌詞の拡大コ

ピー 

（日本語） 

ヒントカード 



４．指導メモ 

・意訳…原文の一語一語にとらわれず，全体の意味やニュアンスをくみとって翻訳すること。 

・翻訳…ある言語で表された文章を他の言語に書き換えて表すこと。 

・“歌詞の最初の部分” 

①We've only just begun to live 

②White lace and promises 

③A kiss for luck and we're on our way 

④We've only begun 

 

①We’ve only just begun to live 

（私たちはちょうど住む・生きることをたった今始めたばかりだ・ところだ） 

began（begin の過去形），begun（beginの過去分詞形） 

we’ve begun 私たちは始まったところだ  

only ただ…だけ，たった  

only just たった今…（した）ばかり，やっと，たった今  

×have only 「～しか～ない」，have only to do ただ～しさえすればよい 

just ちょうど，単に，ただ…だけ，ただ，ちょっと  

live 住む，暮らす，生きる 

to live 生きること（名詞的用法），生きるための・生きるべき（形容詞的用法），生きるために，生きて（副詞的用法）※

live 住む 

 

②White lace and promises 

（白いレースと約束） 

lace レース（編み），（くつなどの）ひも→shoelace 

white lace 白いレース→白いベール promise 約束，誓い 

 

③A kiss for luck and we're on our way 

（幸福のためのキスと私たちは人生の上にいる） 

 

for …のための way 道，人生  

×on one’s way to～ ～へ行く途中 → ～が入らなければいけない （例）on our way to Tokyo（東京に行く途中で） 

 

④We’ve only begun 

（私たちはただ始まったばかりだ） 

We’ve only (just) begun (to live)が省略されている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We’ve Only Just Begun 

(  ) – (  ) Name(        ) 

 

Target1 「We’ve only just begun to live」の意味を考えよう 

 

We’ve only just begun to live ※only just…たった今，やっと 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hints 
 

1 I have just read this book. 
私はちょうどこの本を読んだところです。 

2 I have just written the letter. 
私はちょうど手紙を書いたところです。 

3 I like to play baseball. 
私は野球をすることが好きです。 

4 I like to read books. 
私は本を読むことが好きです。 

 

 

 

 

 
 



We’ve Only Just Begun / The Carpenters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆（We've only just begun to live） 

（White lace and promises） 

（A kiss for luck and we're on our way） 

（We've only begun） 

 

Before the rising sun we fly 

So many roads to choose 

We start our walking 

And learn to run 

And yes! We've just begun 

 

＊Sharin' horizons that are new to us 

Watchin' the signs along the way 

Talkin' it over just the two of us 

Workin' together day to day, together 

 

＊＊And when the evening comes we smile 

So much of life ahead 

We'll find a place where there's room to 

grow  

And yes! We've just begun 

 

Repeat＊ 

Repeat＊＊ 

 

 

 

 

 

 

CD のジャケット写真 

☆（                  ） 

（                  ） 

（                  ） 

（                                    ） 

 

朝日が昇る前に私たちは空に飛び立つ 

選ぶべき道はとてもたくさん 

私たちは歩みを始め 

そして走れるようになるの 

そう！（          ） 

 

＊私たちの新しい地平線を分かち合いながら 

道沿いの標識を見ながら 

ふたりだけで語り合いながら 

一日一日を一緒に生きていきましょう，一緒に 

 

＊＊そして夕暮れが訪れるとふたりは微笑み合う 

  これから先の人生はまだ長い 

  成長していける場所をふたりで見つけていきま

しょう 

  そう！（          ） 

 

＊くりかえし 

＊＊くりかえし 

 

 

 

 

 

 

CD のジャケット写真（日本盤） 

 1970年代に世界を席巻した兄妹デュオThe Carpentersの最高傑作の１つとして言われている。1970年10月末にはアメリカで第２位を記

録した。 

 当時，日本でも爆発的な人気があり，日本公演の際に羽田空港に到着した彼らは，ロビーに集まった数千人のファンや報道陣にもみくちゃにされた。

混乱を避けるため，３回の武道館公演ははがき抽選による予約制をとったが，38万の応募があった。 

(  )-(  ) No.(  ) Name(          ) 



みんながつくった名訳集 
 

“歌詞の最初の部分”                 ⇒ 歌詞カードの日本語訳 

                         ⇒ 

 

 

 

 

 

①                            ② 

 

 

 

 

 

 

③                            ④ 

 

 

 

 

 

 

⑤                            ⑥ 

 

 

 

 

 

 

⑦                            ⑧ 

 

 

 

 

 

 

⑨                            ⑩ 

 

 

 

 

 

 

●「We’ve Only Just begun」の授業の感想を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

(  )-(  ) No.(  ) Name(          ) 

We've only just begun to live 

White lace and promises 
A kiss for luck and we're on our way 

We've only begun 

ふたりは今 生きることを始めたばかり 

白いレースと誓いの言葉 

幸運の口づけを交わしてふたりは旅立つ 

ふたりの人生は始まったばかり 

私たちはようやく暮らし始めた 

ウェディングドレスを着て永遠の誓いを交わし 

そして，キスをし，私たちは２人の人生を歩んでいく 

２人の人生が今始まった 

私たちはようやく住み始めた 

誓いの白いレース 

私たちは幸運を祈り，キスをする 

私たちはようやく始めたんだ 

私たちはようやく生きることを始めたところだ 

白いレースと約束をして 

キスをして私たちの道を一緒に歩もう 

二人の人生は始まったばかり 

私達は今一緒に歩み始めた 

白いレースと誓いの言葉 

キスは私達の将来を幸せへと導いてくれる 

私達の人生は今始まったばかり 

やっと私達二人での新しい人生が始まる 

ウェディングドレスを着て一生一緒に生きていくことを約束しよう 

二人のバージンロードの上で幸せのためのキスをして 

二人の長い人生をさぁ歩き始めよう 

私たち２人の人生がたった今はじまる 

ウェディングドレスを着て，誓いの言葉を交わすの 

バージンロードの上で幸運のキスをして 

私たちの人生はほんの少し始まったばかりよ 

私達はやっと暮らし始められる 

ウェディングドレスを着ることを誓ったの 

私達はこれからの幸せな人生のためにヴァージンロードでキスをしよう 

そして，私達だけで始めるの 

私達はたった今２人の人生を歩み始めた 

ウェディングドレスと婚約 

キスは幸運を招き，そして私たちは道の途中 

私たちは始まったばかりだ 

私たちの幸せな生活がこれから始まる 

ウェディングドレスと結婚の約束 

キスで幸せになり そして私たちは進み始める 

私たちだけで始まる 

私達はたった今住み始めたばかりです 

ウェディングドレスに約束して 

口づけと幸運を求めて私達は私達の道の上に立つ 

私達は始まったばかりだ 



授業の感想 
 

○ 

・意味がよく分からない所もあったけど，今まで習ったことを振り返ったので，復習にもなったし，また違う考え方もあった

ので，新しいことも学べました。 

・外国の歌を訳するととても勉強になると思った。 

・あまり英語の歌を聞くことがないので，とてもいい機会になった。 

・普段なかなか聞かない英語の曲を聞けて，訳をできたので，良い機会になった。また，違う曲の訳もやってみたいと思った。 

・英語をそのまま訳さず，前と後ろの流れを見て，合う形にして訳すことは，あまりやらないことなので，いいと思った。 

・班の人と協力して活動できた。 

・自分たちで辞書を使い言葉を調べ，つなげていくと人それぞれが違い，面白いと思った。 

・聴いたことがない曲だったけど，もう１回聴きたいと思った。 

・外国の曲を聞いて勉強できたのでよかったです。 

・訳すのはとてもよい勉強になると思うので，またやってほしいです。 

・英語にはいろいろな訳があることを知れたので楽しかった。 

・英語をそのまま訳さず，雰囲気だけで訳すのは難しかったけど，やっていて楽しかった。みんなの訳を聞くのが楽しかった。 

・外国の曲を知れて良かった。 

・日本語に訳すのにも，いろいろな表現があるんだと思いました。 

・曲の歌詞を訳すことで，直訳とは違う，意訳の良さが感じられた。また，洋楽の良さが歌に触れることで感じることができ

た。 

・歌詞を訳すには，ただそのまま訳を書くのではなく，情景を思い浮かべて想像しながら書くことが大切だとわかった。 

・私は訳すのが苦手なので，友達の作った訳はとてもよく参考になった。 

・曲の歌詞を訳すことによって今まで習ったことなどが復習することができてよかった。 

・英語の曲は難しくて苦手だったけど，授業を受けてからいい曲だと思って興味がわきました。 

・単語を組み合わせて言葉にすることが難しかったです。１つの英文でも，いろいろな訳があるんだなぁと思いました。 

・曲の歌詞を班の人たちと話し合いながら考えたので，とてもおもしろかった。 

・歌詞を日本語訳にすると，人それぞれ違っていておもしろいなぁと思いました。 

・歌を聞きながら歌詞の訳を考えるのは楽しかった。 

・友達と協力して，わからない語句を調べることができた。楽しく訳すことができた。 

・直訳ではなく，前後や曲の雰囲気で歌詞を考えるのが楽しかった。 

・みんな上手に訳していてすごいなと思った。訳する授業は楽しいので（みんなのいろんなイメージも聞けるので）またやっ

てほしいです。 

・グループになって名訳を考えるのがとても楽しかったです。みんなの発表も聞けたし，私たちらしさが出てた気がします。

他のいろんな曲についてもやってみたいです。 

・英文を自分たちなりに日本文に訳せた。友達と話し合いながらできたので楽しく勉強できた。 

・歌詞が素晴らしかった。英語のグループ学習はやっぱいいと思った。 

・グループで訳を考えるというのが良かった。みんなのいろいろな考えを知ることができた。 

・いろいろな訳のアイディアが班でたくさん出て楽しかったです。他の人の訳もとても良かったです。 



・日本語訳をするのは大変だった。みんなとやったら日本語訳ができたので楽しかった。 

・自分たちの班では出てこなかったことがあって，こういう考えもあるんだと思った。 

・歌詞の意味をみんなで相談しながら書くのは楽しかった。人によって全然訳が違っていたのでびっくりした。 

・英文をいろいろな形で訳したりしたから楽しかった。一人一人訳し方が違うことがわかった。 

・有名な歌などを取り入れて学習することでやる気が出るし，分かりやすいし，自然にいろいろな単語などが頭に入ってとて

もいい学習法だと思う。 

・みんなと協力して想像しながら楽しくできた。 

・歌詞（言葉）をたくさんの訳にすることは，日本語にはできないこと。だから，そこが英語のおもしろさだと思う。妹の方

が拒食症で自殺したことが後で調べて分かった。他の歌もたくさん聞いた。 

・同じ歌詞なのに訳が全部違っておもしろい。班でも協力してできて楽しかった。 

・この英文を日本文に訳すことはとても難しかったけれど，友達と協力しながらできたので，自分はもちろん，グループ全員，

意味を理解できたと思う。 

・自分で英語の歌詞を名訳する授業は楽しいです。今まで３回やってきた中で一番深い歌詞だったと思う。次回は，もっと自

分たちでも知っている人気の曲を名訳してみたい。 

・We’ve only just begun の日本語訳がちょっとわかったと思うし，音楽を聞きながらの授業は楽しかった。 

・歌を通して楽しく英語の学習ができて良かった。 

・とてもいい曲なので，歌詞を訳せてとてもうれしかった。 

・直訳ではない日本語訳を考えるのはとてもおもしろかった。また，とても勉強になった。 

・自分で考え，辞書で調べるのはとてもいい授業でした。みんなもすごい名訳で楽しかった。 

・１人１人の訳が違っていて，「自分らしさ」があった。また，班で話し合い，考えが広がった。いい授業だったと思う。 

・英語の歌詞を日本語に直すのがとても楽しかった。自分たちで歌詞を訳すのがこんなに楽しいとは思わなかった。 

・英文を訳するのは難しいと思った。だけど，グループにして調べると，他の人の考えていることがよく分かるので，良い勉

強になったと思う。 

・みんな，歌詞カードの日本語訳より深く書けてると思った。 

・同じ言葉を訳すだけなのに，多種多様な訳し方がある。 

・今回の授業で，今まで勉強したことが名訳のところで活用ができた。 

・歌詞カードは歌詞カードでいいと思うし，みんなの訳はみんなの訳でかっこいいと思う。楽しかった！！ 

・同じ英文でも１人ずつ違うことを書いていて，いろいろな意味に捉えることができると思った。 

・同じ英語を訳しても一人ひとりの感じ方や訳し方が違うので，個性が出ているなと思った。 

・歌詞を自分たちで考え，その考えは歌詞カードに負けていないと思った！！ 

・自分たちで歌詞を訳すことで曲の意味がよく分かった。 

 

△ 

・よく分からない。 

・楽しかったが，教科書を進めた方が良いと思う。 

・名訳をするのが少し難しかった。 


