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はしがき

　本書は『コミュニケーションの英語チェックブック』（南雲堂） の姉妹編です。『役

に立つ英語表現チェックブック』（南雲堂）から数えると三冊目になります。

　いずれも編集方針は，国の内外で実生活に不可欠な「生活英語（Survival English）」

を修得する，という点で一貫しています。三冊のどれをとっても，重複のないように，

各レッスンはさまざまな話題を取りあげています。

　テキストで使われている英語は，「イギリス英語」もあれば「アメリカ英語」もあ

ります。英語の表記法も，英米両方のやり方を取り入れて，片寄りのないようにして

います。

　なぜなら，世界に向けての発信力をもつ放送局やインターネットのおかげで，イギ

リス英語とアメリカ英語は，どちらを使っても，意志疎通には何ら障害になってはい

ないのが現状だからです。

　現に，「どうして，なぜ」と聞きたいのなら，“How come?” とアメリカ式に言って

も “Why?” と言っても，英国人やオセアニア人にも通じます。また，「飲み物はいか

がですか（Would you like something to drink?） 」と聞かれて，「どんな物がありますか」

と尋ねかえすとき，“What do you have?” と言っても “What have you got?” と言って

も何ら意志疎通の障害にはなりません。

　近年，イギリス標準英語とアメリカ標準英語の差は，問題ではなくなってきつつあ

ります。したがって，本書では英米語の差を問題にすることなく，生活する上で必用

な基礎的英語を身につけることを第一義としています。

　ただし，基礎的英語とは言いながら，「これを英語では何と言いますか」と聞くのに，

“What do you call this in English?” と “What is the correct English equivalent of this?”

との二つの表現を用いています。それは，英語にも日本語と同様に，幾通りもの言い

方があるからです。

　どちらを使えばいいでしょうか。どちらを使うかは皆さんで決めてください。好み

にあったものを一つ身につけて，その使い回しに飽きたら，別の表現に鞍がえすれば

いいでしょう。

　そして「生活英語」の習得でもっとも留意すべきは，音読です。英語は音読でモノ

になります。少なくとも各レッスンを六回以上は音読してください。音読を繰り返す

ことで，英語が脳細胞に焼き付きます。Practice makes perfect.
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本書の構成と利用法

　本書はＣＤプレーヤーがあれば一般教室で利用できます。ＬＬ教室（語学練習室）

やＣＡＬＬ（コンピュータ援用言語学習）教室ならば，反復聴解やペアでの会話練習

もできますからとても便利です。

　各課は三つの部分から成ります。どの課から始めてもかまいません。以下，学習法

の一例を紹介します。（一例であり，これに限るというものではありません。）

Challenge A

　二人の会話をよく聞いて，空白部分を書き取ってください。何事も最初は難しく，

あとでだんだんと易しくなる，というのが学習のプロセスです。

　だから，全部きれいに聴き取れなくても落胆しないでください。聴き取れた部分が

あることを大いに評価してください。

　どうしても分からない場合は，聞こえたとおりにカタカナで書いて置いて，あとで

答えと照合するという手もあります。

　たとえば「シュダイ＋リーヴィッ＋オンザ＋ストゥリー」とは何か書き取れない，

という場合，答えを照合すると，「Should I ＋ leave it ＋ on the ＋ street」だと判明し

ます。こうなると，音声のつながりや発音と綴りの関係が，ぼんやりとそれなりに見

えてきます。あとは回数でこなしてなれていくことです。

　その際に，聞こえたとおりに自分でも何回か実際に発音してみることが大事。（自

分で発音できない英語は聞いても聴き取れないので，発音できるようになることは聴

き取りができるようになる第一歩なのです。）同時通訳者の練習と同じです。

Challenge B

　カッコ内に与えられた語句を並べ替えて文法的に正しい英語表現を完成する作業で

す。ぜひ自分で解いてから授業に臨んでください。

　ほとんどは易しい問題です。Challenge A に出てくる表現もあれば，各課のトピッ

クに則した関連表現から成るものもあります。

Challenge C

　授業に出る前に，下線部の意味を必ず調べておいてください。Challenge A に出て

くる表現を問う下線部がほとんどですので，本文の聴き取りがぐっと分かりやすくな

るはずです。

◆要　点
　最後に二，三回だけ本文を音読したのち相手を見つけてペアで会話練習をします。相

手がいない場合は，一人で二役をこなして，練習をしてみてください。
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Hot	Spring	Bath
温泉に入る

2

As you listen to the vignette, fill in the missing parts below.
次の寸劇をよく聞いて，下線部の英語を書き取ってください。

Challenge A

A	: This afternoon we can take a hot spring bath.  It’s the best way to relax after a hard day.

B	: That sounds good.  1                                                                              when we go there?

A	: Well, wash yourself and 2                                                                                              bath.

B	: What about clothes and towels?

A	: Leave all your clothes in a basket in the changing room.  3                                            

                                                                                                 , but don’t put it in the water.

B	: What temperature is the water?  I don’t like scalding hot baths.

A	: It’s quite hot so you should immerse yourself slowly and don’t stay in too long.

  4                                                                                                                                       cooler.

B	: Maybe I’ll try that.  Can you gaze at the view while you soak in the bath?

A	: Of course.  5                                                                                                                        , 

but in front of you is a beautiful natural scene of mountains.

B	: I’m looking forward to it.

3

Complete the dialogues below by rearranging the words and phrases in 
the parentheses.  Write your answers on the lines.
与えられた語句を並べ替えて，対話を完成させなさい。解答は下線部に書きなさい。

Challenge B

1 It’s freezing cold.  Shall we warm up by soaking in the bath?
 凍てつく寒さだよ。風呂につかってあたたまろうか。

 ― Sounds good.  Would you                                                                                  in Japan?

 いいね。日本での風呂の入り方を教えてよ。（ proper, tell, the, to bathe, me, way ）

2 You have to keep the towel out of the water, right?
 タオルは湯船の外で使わなくてはならない，そうなんでしょう。

 ― That’s right.  You                                                                                                                   .

 その通り。タオルは湯船につけないんだ。（ water, it, the, put, in, don’t ）

Lesson 

1

切
り
取
り
線
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切
り
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3 What do you call “roten-buro” in English?　「露天風呂」は英語でどう言いますか。

 ― An open-air bath.  Usually you                                                                                   in it.

 “Open-air bath” です。湯につかりながら風景をじっと見つめることができます。

 （ the view, gaze at, soak, you, while, can ）

4	 Not	using	soap	in	the	bath	is	something	people	notice	about	Japan	when	they	first	
come.

 浴槽内で石鹸を使わないというのは，日本に来た人がきっと気づくことですね。

 ― I still                                                                                                              in the bathtub.

 浴槽の中で石鹸を使わないのは今でも気分が落ち着きません。

 （ comfortable, not using, feel, soap, don’t ）

5 Don’t                                                                                                                             bathtub?

 浴槽で体を洗い流すのではないですか。（ in the, and, you, rinse, wash, your body ） 

 ― No, we use it for soaking our body.
 いいえ，浴槽は身体がどっぷりとつかるようにするためのものです。

4

Translate the underlined parts into Japanese.
下線部の意味を書きなさい。

Challenge C   

1 What temperature is the water? ― It’s quite hot so you should immerse yourself 
slowly.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-
2 It’s the best way to relax after a hard day.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-
3 Leave all your clothes in a basket in the changing room.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-
4 What is it that I mustn’t do? ― You mustn’t drain the bathtub.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-
5 I like to soak in the bath for a long time.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

所　属 番　号 氏　　　　名
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5

As you listen to the vignette, fill in the missing parts below.
次の寸劇をよく聞いて，下線部の英語を書き取ってください。

Challenge A

A	: Would you take the garbage out tomorrow morning, please?

B	: OK.  1                                                                                                   in front of the house?

A	: No.  You must take it to the collection point for this block.

B	: Oh, I see.  2                                                                                                                      door?

A	: Only the burnable trash.  The unburnable goes on Thursday.  

B	: Do you mean, 3                                                                                                               bags?

A	: That’s right.  Don’t forget to leave it in the left-hand part of the pickup point, or 

you’ll have to bring it back again.

B	: That wouldn’t do.  Does everything else go with the noncombustible on Thursday?

A	: No.  4                                                                                                          paper and plastic.

B	: Sounds complicated.  Well I think I can manage it in the morning.

A	: Remember, 5                                                                                                                              

  and see that the collection point is clean!

6

Complete the dialogues below by rearranging the words and phrases in 
the parentheses.  Write your answers on the lines.
与えられた語句を並べ替えて，対話を完成させなさい。解答は下線部に書きなさい。

Challenge B

1                                                                                                                                                      ?

 ゴミはどこに置いておくのですか。（ garbage, where, leave, I, should, the ）

 ― You must take it to the collection point for this block.
 この区域のゴミ置き場まで持っていってください。

2 Garbage                                                                                                                                      ?

 ゴミの日は，あすですよね。（ is, tomorrow, isn’t, collection, it ）

 ― Only the burnable trash.  The nonburnable goes on Thursday.
 燃えるゴミだけはね。燃えないゴミは，木曜日になります。

切
り
取
り
線

Taking	out	the	Garbage
ゴミ出し

Lesson 

2
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3 Shall                                                                                                                                           ?

 ゴミ出しを手伝いましょうか。（ trash, the, help, I, take out ）

 ― Yes, please.  Carry it to the collection point.
 ええ，ゴミ置場まで運んでちょうだい。

4 Don’t forget to separate recyclable items like glass products and aluminum cans.
 ガラス製品やアルミ缶のようなリサイクルできるゴミは，忘れずに分別してください。

 ―                                                                                                                                                 .

 お安い御用です。（ it, done, consider ）

5 Nonburnable garbage                                                                                              Monday.

 不燃ゴミの日は，第３月曜日です。（ the, is, third, on, collection ） 

 ― That’s too bad.  It was yesterday.　残念。きのうだったのか。

7

Translate the underlined parts into Japanese.
下線部の意味を書きなさい。

Challenge C   

1 Would you take the garbage out tomorrow morning, please?

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-

2 Does everything else go with the noncombustible on Thursday?

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-

3 Don’t forget to leave it in the left-hand part of the pickup point.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-

4 I can’t bring myself to throw these comic books out with the garbage.

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)-

5 Where	can	I	find	a	garbage	can?

- (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

所　属 番　号 氏　　　　名


