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Brainstorm

NameSports events I like to watch
観戦するのが好きなスポーツについてスピーチをしましょう。Speech

Lv5 S3

What’s a sports event you like to watch?
Why do you like watching it?
Give more information about it.

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

・Formula One racing

3

・dangerous / many safety 
    measures car engineers and 
    drivers have to take

・For example / drivers wear thick 
    clothes and strong helmets 
    that protect them from 
    accidents

2

・motorsport / cars are driven 
    very fast on a race track

・famous car companies, 
    engineers work hard to make 
    the best race cars

・drivers train every day / improve 
    their driving skills

1

・

3

・

・

2

・

・

・
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「原因と結果を表す」ときは、以下の表現を使います。

● since （～だから、～なので）
Since it is a long race, cyclists get two rest days in between the race stages. 

（それは長丁場のレースなので、自転車競技の選手たちはレース期間中に 2 日間の休息日があります。）

● due to （～の原因で、～のために）
Wimbledon is a well-respected tournament, due to the fact that it is the only tennis tournament still played on 

natural grass. 

（まだ天然芝で実施されている唯一のテニストーナメントのため、ウインブルドンは評判のよいトーナメントなのです。）

● as a result （結果として）
Teams from different countries compete in this tournament. As a result, it is one of most-watched sports 
events in the world. 

（さまざまな国からのチームがこのトーナメントで競います。結果として、それは世界中で最も観戦されているスポーツのひとつな
のです。）

ポ　イ　ン　ト

a big fan of
Let me talk about …
annual
It is the oldest / biggest / most popular / 
most watched sports event in the world.
I enjoy watching … while …ing
a motorsport
a tennis tournament
the FIFA World Cup
the Olympic Games
the championships

～の大ファン
～についてお話させてください。
年一回の、毎年行われる
それは世界で最古の / 最大の / もっとも人気がある / 
もっとも観戦されているスポーツイベントです。
私は～しながら～を見て楽しみます。
自動車競技、モータースポーツ
テニストーナメント
国際サッカー連盟　ワールドカップ
国際オリンピック大会
選手権

Helpful words

MEMO
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Your speech

Example
Hello.
     I enjoy watching Formula One racing.
     It’s a cool motorsport where cars are driven very fast on a race track.
     Famous car companies and their engineers work hard to make the 
     best race cars.
     Drivers train every day to improve their driving skills.
     Since Formula One racing is a dangerous sport, there are many 
     safety measures car engineers and drivers have to take.
     For example, drivers wear thick clothes and strong helmets that 
     protect them from accidents.
Thank you.

2
1

3

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
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