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英語が特に得意ではなくても、皆さんはコミュニケーションを図るための英語

力くらいは身につけたいと思っているのではないでしょうか。でも、もし思うよ

うに英語力が伸びないとしたら、原因の一つはその基礎となる文法力にあるのか

もしません。従来、英文の構造や規則を学ぶ学習は、難しそうな文法用語を「憶

える」ことが多い一方で、英語そのものを「使う」機会が少ない傾向にありました。

そのため英文法を復習すること自体がおっくうだったり、退屈に感じたりした人

もいるでしょう。でも、楽しいことをするのは誰でも大好きなはずです。

English Locomotionの特長は、これまで忘れられがちであった「学習者が楽

しみながら基礎語学力を発展させる」ことに留意した点にあります。文法用語は

必要最低限にとどめられ、楽しみながら無理なく英文法の概念を習得できるよう

に工夫されています。学ぶというよりは遊んでいるような感覚で自然に復習でき

るうえ、ただ構造や規則を確認するだけでなく、自分の意見を英語で発信できる

レベルの運用力の習得を目指しています。「楽しく」学んだ英語を「使える」総合

英語教材なのです。

English Locomotionは、その名の通り、皆さんが英語の目標に向かって進む

お手伝いをします。文字よりはイラストを多用したWarm upは、視覚的な導入

による直観的な理解を助けます。また各章のトピックは、大学生活の中から特に

楽しい状況のみを厳選し、身近でシチュエーショナルな場面が設定されています。

「次はどんな場面かな ?」と RPG（Role-Playing Game）型のゲームのような感覚

でアクティビティに「参加」しながら、各自の個性を活かして興味のもてる分野

で「使える」英語力を習得していきます。各章の Assignmentは皆さんがその発

信力を確認するための場となるでしょう。本書を通して、皆さんが楽しく英語に

取り組み、使える英語力を向上させて下さることを期待しています。

は じ め に
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なお、English Locomotionは JACET関西支部教材開発研究会第 12次プロ

ジェクトの開発教材です。言語能力だけでなく様々な知能に働きかけることによっ

て、英語に苦手意識を持つ学習者にも楽しく無理なく英語に向きあっていただけ

るように配慮された教材です。本書がすべての学習者の英語力向上の一助となる

ことを願ってやみません。本書の出版に際しては成美堂の菅野様に大変お世話に

なりました。この場をお借りして心よりお礼を申し上げます。

著者一同
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START FINISH

Do you
exercise

every day?

Can you
cook?

What are you
going to do

this weenkend?

Free
Question

Do you think
you are
healthy?

What time
are you going to
go home today?

Can you
swim?

Can you
dance?

Do you usually
go to bed early?

Can you
play golf?

Can you eat
carrots?

Do you wear a
mask when
you have a

cold?

Can you ski?

Free
Question

目 指 そ う ！  健 康 生 活
Unit

 6
あなたは規則正しい生活を送っていますか。もっと運動すべきだ，食生活を見直す必要が
ある，早寝早起きを心がけるべきだ・・・心当たりはありますか。

ペアになって、すごろく質問ゲームをしましょう。
順番にサイコロを転がし、出た目の数だけ進んで、たどりついたマスに書いてある質問を
パートナーにしましょう。パートナーはその質問に答えましょう。

Warm-up （ペアワーク）
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次の英文を読んで、後の問いに答えましょう。Reading

Notes health is better than wealth  

▲

  健康は富に勝る

exercise  

▲

  運動（する）  well-balanced diet  

▲

  バランスのとれた食事

go on a diet  

▲

  ダイエットする  lose weight  

▲

  減量する

stay up late  

▲

  遅くまで起きている

1. should / don't have to / must notの 8カ所を○で囲みましょう。

2. 下の表を完成させましょう。

How to Stay Healthy

      It is often said that health is better than wealth, but it is difficult to 

stay healthy. Some students are not interested in their health and become 

sick. So, I'll give you some advice about how to stay healthy.

      First, you should exercise. You don't have to play soccer or go to the 

gym. You should do simple exercises such as walking or jogging every day.

      Second, you should have a well-balanced diet: fruit, vegetables, meat, 

fish, beans, milk, bread, rice, etc.  I know many of you, especially girls, go 

on a diet to lose weight, but you must not eat too little.

      Third, you should sleep well. You must not stay up late at night.

You should go to bed early every day.

すべきこと
（should）

しなくてもよいこと
（don't have to）

してはいけないこと
（must not）

・exercise

・

・

・

・

・

・

・

・

12
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助 動 詞

助動詞は、動詞の原形と共に使います。
　 can（～できる） will（～でしょう，～するつもり） should（～すべき）
　 may （～するかもしれない，～してもよい） must/have to（～しなければならない）
　 must not（～してはいけない） don't have to （～する必要はない） 
　＊ canの過去形→ could    ＊willの過去形→would

 I can swim.

 I cannot (can + not) swim.

 Can you swim?

(1) (    　   ) (  　   ) turn on the air conditioner?
 エアコンをつけていただけませんか。

(2) (    　   ) (  　   ) help me with my homework?
 宿題を手伝ってくれない？

(3) (    　   ) (  　   ) visit your office this afternoon?
 今日の午後、研究室に伺ってもよろしいですか。

(4) (    　   ) (  　   ) use your cellphone?
 携帯電話を借りてもいい？

Listening & Speaking （ペアワーク）

1. 音声を聴いて（　　）に単語を書き入れましょう。

13

主 語

肯定文

助動詞 動詞の原形

主 語

否定文

助動詞 not 動詞の原形

助動詞

疑問文

主 語 動詞の原形 ?
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★依頼（～してもらえませんか？）
　　　　Will you　 help me with my cooking?  （やや命令的）
　　　　Can you （くだけた言い方）
　　　　Would you （Will you～よりは柔らかい）
　　　　Could you （丁寧な言い方） 
★許可（～してもいいですか？）
　　　　Can I　take your picture? （くだけた言い方）
　　　　May I （丁寧）
　　　　Could I （丁寧・敬意を示す）

＊下にいく程丁寧な表現になります。

2. それぞれのイラストに対応する英語の表現を下から選び、（　　）に記号を書き入
れましょう。その後、(1)すべきこと、(2)しなくてもよいこと、(3)してはいけな
いと思うことを、下の表現を使ってペアで話しましょう。

 a b c d

 e f g h

(　　) gain weight (　　) sleep well (　　) eat between meals

(　　) have a well-balanced diet (　　) go on a diet (　　) eat fast food

(　　) exercise regularly (　　) do a workout

(1) I should   .

(2) I don't have to    .

(3) I must not   .

UNIT 6

33

UNIT 6

34

UNIT 6

35

UNIT 6

36

UNIT 6

37

UNIT 6

38

12

6

9 3

UNIT 6

39

UNIT 6

40
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Writing & Speaking （ペアワーク）

1. あなた自身のことについて次の表を埋め、ペアで発表し合いましょう。

できること ( can )  I 
できないこと ( can't ) I 
しなければならないこと ( must / have to ) I 
してはいけないこと ( must not / mustn't ) I 
明日しようと思うこと ( will ) I 
～するかもしれないと思うこと ( may ) I 

2. あなたは健康アドバイザーです。
パートナーに次の質問をし、下記の問診票を完成させましょう。

Questions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Do you smoke? Yes / No

Do you drink alcohol every day? Yes / No

Do you usually have breakfast? Yes / No

Do you eat a lot? Yes / No

Do you usually eat between meals? Yes / No

Do you prefer meat to vegetables? Yes / No

Do you take much sugar in your coffee/tea? Yes / No

Do you want to go on a diet? Yes / No

Do you exercise regularly? Yes / No

Do you stay up late at night? Yes / No
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Assignment 問診票を基に、健康を保つ方法についてパートナーにアド
バイスをしてあげましょう。文章の続きを完成させた後、
口頭で伝えましょう。その際、p.33ページの助動詞を使い
ましょう。

例）You should have breakfast.

I'll give you some advice about how to stay healthy.

First, you  

�

Second, you  

�

Third, you  

�

Let’s Review!

Vocabulary

（助動詞のまとめ）

下の単語の意味が確認できたら、チェックを入れましょう。

□ bread　　 □ eat between meals □ exercise □ gain weight

□ go on a diet　　 □ healthy □ lose weight □ stay up late

●肯定文　　I  can  play the drums.　私はドラムを演奏できる。

●否定文　　I  cannot  play the drums.　私はドラムを演奏できない。

●疑問文　　Can  you play the drums?　ドラムを演奏できますか。

＊動詞は必ず原形

・It  will  be sunny tomorrow.　明日は晴れるだろう。

・You  should  tell the truth.　あなたは真実を言うべきだ。

・She  may  be right.　彼女は正しいかもしれない。

・I  have to  leave now.　もう帰らなければならない。

・You  must not  cheat on the test.　テストでカンニングしてはいけない。

・You  don't have to  wear a tie.　ネクタイをする必要はない。

（ペアワーク）
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