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Brainstorm

NameThe greatest invention in human history
人類史上最大の発明についてスピーチをしましょう。Speech

Lv5 S1

What is the greatest invention in human history?
Give more information about it.
How or why is it important to people’s lives?

2
1

3

～     の枠内に質問の答えのキーワードを書き込みましょう。1 3

Example You

1

・satellites / devices sent up into 
    space for many reasons

3

・satellites are important / make 
    peoples’ lives safe and 
    convenient

2

・used for radio, television and 
    other electronic communication

・help monitor the weather / 
    people can prepare for typhoons 
    and other disasters

・people can easily use phones’ or 
    cars’ maps to determine a 
    location or go somewhere

1

・

3

・

2

・

・

・
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「列挙して言う」ときは、以下の表現を使います。

● To begin with / Firstly / First / First of all　（最初に、初めに）
● Secondly / Second  （二番目に、次に）
● Thirdly / Third / Lastly （三番目に、最後に）

To begin with, airplanes made traveling faster than before. Secondly, more people can travel because air 

travel has become accessible to everyone. Finally, the view from the sky is amazing. 

（最初に、飛行機によって以前より速く移動できるようになりました。二番目に、誰でも飛行機を利用できるようになったので、
以前よりたくさんの人が旅行できるようになりました。最後に、空からの景色は素晴らしいです。）

ポ　イ　ン　ト

=== 代表的な発明の例　（他の発明について書いてもよい） ===

 ■ satellite　人工衛星 : 
　a device　装置　　monitor　監視する　　weather forecast　天気予報　　a map　地図
■ airplane　飛行機  : 
　view　景色　　fly to　～へ飛行機で行く　　faster than　～より速い

　carry things and people to far places　人や物を遠くまで運ぶ
■ internet　インターネット : 
　search for information　　情報を検索する　　online　オンラインで　　website　ウェブサイト

　social media　ソーシャルメディア、SNS

■ vaccine　ワクチン : 
　get vaccinated　ワクチン接種を受ける　　immune system　免疫システム

　stop spreading a disease　病気を広げる

Helpful words

MEMO
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Your speech

Example
Hello.
     I think satellites are the greatest invention in human history.
     They are devices sent up into space for many reasons.
     To begin with, satellites are used for radio, television, and other 
     electronic communication.
     Secondly, satellites help monitor the weather.
     In this way, people can prepare for typhoons and other disasters.
     Finally, through satellites, people can easily use their phones’ or 
     cars’ maps to determine a location or go somewhere.
     I think satellites are important because they make peoples’ lives 
     safe and convenient.
Thank you.
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Your speech

Hello.

Thank you.

2

1

3

ポイントの内容を使ってスピーチを書きましょう。

Brainstorm の　　 ～     を使ってスピーチを作りましょう。1 3


	Lv5_U1_S1a
	Lv5_U1_S1b
	Lv5_U1_S1c



