１年英語通信①
Hello! How are you doing? Is everything going right?
1 年生の皆さん、お元気ですか？ 緊急事態宣言がなされ、舟入高校も分散登校もできなくなりました。一
人きりでの自宅学習は分からないところがあったり、モチベーションを保つのが難しかったり、と不安要素
もあると思います。１年英語科では、皆さんの学習を少しでもバックアップできるよう HP 上で情報発信を
していきますので、ぜひ参考にしてください。
【コミュニケーション英語Ⅰ】 Lesson1

Part1 解答・解説

【Listen】
１．
（落語）
（共有） ２．
（２０）
（公演）して
【Intensive Reading】
1. rakugo performer：落語家 ※performer 演じる人・実行者・役者
2. Three Japanese high school students and their ALT are interviewing him.
進行形→今、まさにここでインタヴューしているところ、ということ。
3. start doing：～し始める

start の後ろは～ing(動名詞)と to do(to 不定詞)の両方が可能です。

4. If you perform rakugo only in Japanese, you can share this wonderful part of Japanese culture
only with people in Japan.
直訳：もし日本語だけで落語を演じたら、この素晴らしい日本文化を日本の人々とだけしか共有できません。
ポイント！
Only は「～だけ・～のみ」の意味ですが、文を否定的に和訳すると自然な場合があります。
（例）I wanted to buy many fruits, but I found only one apple.
果物をたくさん買いたかったが、りんご 1 個しか見つけられなかった。（１個のみ見つけた。
）
※この文章を別の観点から表現してみると・・・
When you perform rakugo in English, you can share this wonderful part of Japanese culture
with many people in the world.

と、なりますね！

5. How many countries have you performed in?

（これまでに）何か国で演じてきましたか？

※現在完了形 今までの経験の有無
ポイント！
動詞が「動作」を表す動詞か、
「状態」を表す動詞か、で現在完了形（進行形）の使い分けが必要です。
★現在完了形：
「動作」を

①～し終わった・～してしまった「完了」
②～した（ので今・・・だ）
「結果」

「状態」が

③～したことがある

「経験」

④ずっと～な状態だ

「状態の継続」

★現在完了進行形：
「動作」を「ずっと～し続けている・きた」

「動作の継続」

現在完了形について詳しくは Breakthrough pp.93～101 を読んで確認しよう！
また、
「動作」動詞、
「状態」動詞については pp.80～82 を読もう！

How many countries have you performed in?

（これまでに）何か国で演じてきましたか？

この in はなぜある？？
疑問文を平叙文（つまり問の答え）になおして考えてみよう。
I have performed (rakugo) in over 20 countries. ←「～カ国で」と答えるには in が必要。
そして、疑問文の時にもこの in は必要なのです！
6. more than 100 cities

over 20 countries ともに数字の前につけて「〇〇の数よりも多い」の意味。

厳密にいうと、
「～以上」ではなく、
「～より多い」なので後ろの数字は入りません。
（例）more than 10 =１１以上

10 and over =１０以上

ただし、ざっくり表現している場合は「～以上」と訳して構いません。
7. The number is increasing.
=The number of the cities I have performed English rakugo is increasing.
この部分が省略されていることを意識しよう！
※the number of [名詞の複数形]：～の数
必ず数えられる名詞（可算名詞）がきます。
★可算名詞・不可算名詞については Breakthrough pp.400～410 を読んでください。
8. That’s amazing! それはすごいですね！
前述の「１００以上の都市（で落語をしてきた）！」という内容を受けています。
【Challenge】
１．You are very good at (playing) tennis!
How many years have you been playing it?
※現在完了進行形「（ずっと）～し続けている」
※How many years have you played?は不可。
「ずっと(動作を)～し続けている」の意味で使う場合は必ず ”have been ～ing” の形。

２． The number of children in Japan is decreasing.
※～の数：the number of [複数形]

※decrease 減る

In Japan, the number of children has been decreasing.

でも OK。

※現在完了進行形にすることで「以前から今に至るまでずっと減り続けている」

Part1 の理解は OK でしょうか？
理解した後は、ナチュラルスピードで聞いて内容理解できるまで CD を繰り返し聞きましょう。
そのあとは、冊子の＜Back Translation＞を使って日本語を参考にして本文を暗唱できるまで繰り返し、練習
しましょう！

Good luck！！

