１年英語通信③
休校が５月末までとなりましたが、学習のモチベーションは保てていますか？
やる気がおこらないな、という時には「今日これから何をするべきなのか」を整理して確認する
といいですよ。漠然と「やらなきゃー」と思っているだけだとなかなかエンジンがかかりません
が、「今日はこれとこれをやらないと！」とはっきりするとやる気が起こります。
５月末まで３週間ほどありますが、実はやっておくべきことをすべて納得いくまでやろうと
思うと、実は３週間しかないのです。６月から高校生として遅いけれど良いスタートを切るため
には、英語は中学校までの内容をしっかり復習することが大切です。コミュ英 Lesson１も英
表 Lesson１～３も『It’s a Long Story』 も内容は主に中学校の復習です。単語やフレーズ
は頭に入っていますか？CD を聞いてそのスピードに合わせて音読することができますか？
日本語訳だけを見て、英文中の（

）を埋めながら音読できますか。練習してすらすら言える

ようになるとすごく楽しいですよ！毎日やってくださいね。
P.S.
単語帳『LEAP』の確認テストをアップすることにしました。どんどんやってみてください！
【コミュニケーション英語Ⅰ】 Lesson1
【Listen】

Part３

解答・解説

１．（日本人） ２．（向上）

【Intensive Reading】解説
(3 行目) However, rakugo is not like that at all. 落語は全くそのようなものではない。
※[主語] is like [名詞]. [主語]は[名詞]のようだ。 この like は前置詞。
（3 行目） Rakugo is an art of words, expressions, and actions.
※この art は「技・技術」
そもそも“art”は「自然」に対する「人間の“技”」というラテン語から。
したがって “artificial 人工的な”という形容詞になるのも納得ですね。
（５行目） That’s good to know.
それは知って良かった。 教えてもらって良かった。 それを聞いて安心した。
※相手の言った内容に対して「よかった・安心した」という気持ちを表します。
（５行目） Then, do you think performing English rakugo helps improve your
English?
長い一文ですが、区切れば簡単です。
Then,/ それでは、
do you think / ～だとあなたは思うのですか？

performing English rakugo / 英語落語をすることは
helps / （～を）手助けする
improve your English? あなたの英語力を向上させる（ことを）
※ポイントは動名詞（動詞の ing 形）が文中の文の主語になっていることに気づくこと。
（８行目） In rakugo, however, しかし、落語では
If the person is laughing, もし（聞いている）人が笑っていれば、
then that means they understood your English.
それは、その人はあなたの英語が理解できたということになります。
※前の内容を受けて、「“that means ～”それは～ということになる」
（９行目） It is a great pleasure to make yourself understood in English.
自分の話を英語で理解してもらえるのはとても嬉しいことです。
※ It is 〈名詞・形容詞〉 to do. ～することは〈

〉だ。

※ [主語] make oneself undersood in (言語)．
（言語）で自分の言っていることが他者から理解される。
⇒（言語）で話が通じる。
文法解説
make は「～を作る」
⇒make oneself 「自分を作る」 ？ 「自分を～な状態に作る」
※oneself は「自分」

⇒make oneself understood 「自分を理解されている状態に作る」
※これは過去分詞形！「理解されている」という受け身の意味

（10 行目） ・・・, and enjoying communication helps improve your English.
コミュニケーションを楽しむことが あなたの英語力の向上を助けます。
※ここにも動名詞。
【Challenge】解答
１． 本のない部屋は 魂のない肉体のようなものだ。
A room without books is like a body without a soul.
※[A] without [B]：B のない A
※A は B のようなものだ。：A is like B.
２． 音読することは英語力の向上に役立ちます。
Reading aloud helps improve your English.
※音読する：read aloud / read out loud どちらでも OK

３． 誰でも落語を楽しめます。
ということは、落語は最良のコミュニケーション手段のひとつだということです。
Everyone can enjoy rakugo.
That means it is one of the best means of communication.
※それは～ということだ：That means ～
※means：手段・方法 (この意味ではいつも複数形)
調べてみよう！
★mean には ①動詞 ②名詞 ③形容詞 と３つの品詞があります。
それぞれ意味が違うので、辞書で調べてみよう！
４． あなたは英語で自分の意志を伝えることができますか。
Can you make yourself understood in English?
【Express your idea】
What do you think is the most important in learning a language?
(言語を学ぶうえで最も大切なことは何だとあなたは思いますか？)

I think the most important thing is passion.
If you really want to tell something to someone,
you try to say (or write) it even in a foreign language.
Just studying a language for a test is boring.

