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PREFACE

Dear Students,

When you were a child, you probably played with building blocks that came 
in different shapes and sizes.  Through trial and error, you learned how to build 
many things.  Sometimes you were successful, while other times you weren’t.  But, 
as you know, practice makes perfect. 

You may wonder why I am talking about building blocks in the Preface of 
Good Reading, Better Grammar.  Please let me explain.

As you know, words are individual units with different meanings.  They are 
indeed the building blocks of language.  With words, you create constructions. But 
in order to do so, you must learn how to arrange them correctly.  Grammar 
provides the rules for organizing words into meaningful messages. 

Most foreign language students dislike the word grammar. It brings to mind 
complicated rules and tedious exercises. Of course, grammar is boring and “no 
fun” if it is only a list of do’s and don’ts.  

In this textbook, Professor Yamauchi and I decided to present grammar in a 
more enjoyable fashion. We believe that reading is an effective way to present 
grammar. 

Each chapter of the textbook begins with a one-page Reading Passage.   Please 
read it carefully.  Pay special attention to the words in bold type. Use the Notes for 
extra help. Then complete both the Comprehension Questions and the Guided 
Summary to check your progress. 

In the Focus Grammar section, Prof. Yamauchi gives a clear explanation of key 
grammar points.  He uses examples in English from the Reading Passage, and 
explains the rules in Japanese.  After studying this page, you are ready for the 
Grammar Practice exercises.  

Finally it’s time for some fun.  For each chapter, I have prepared a lively 
Dialogue where the speakers use real-life colloquial English.  The tone is relaxed, 
and the grammar is informal.  

Please enjoy Good Reading, Better Grammar.  Our goal is to make you feel 
good when you put words in a meaningful order.  When you’ve finished the book, 
we hope you’ll exclaim, “Wow!  Grammar really helps me build my communication 
skills in English.” 

With best wishes for great success,

Dr. Joanie McConnell
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このテキストを英語学習の良き友としてご活用ください。優れた英文を読みながら英文法力
を高め、ひいては、総合的な英語力を伸ばしていただけるものと確信いたします。練習問題
にも様々な工夫を凝らし、皆様の学習効率が高まるよう配慮しました。皆様の心の糧となるエッ
セイで全章を構成いたしましたので、きっとご満足いただけます。以下に挙げたねらいや目標
を、頭にしっかり入れて学習なされば、学習効果が上がります。

本書の使い方

250語前後でまとめられた平易な名文です。英文を読む楽しさを味わってください。
音読もお勧めします。

Reading Passage

本文中に出てくる語句の解説です。英文を読む際の参考にしてください。
英文を読むときに役立つ文化情報なども入れています。

Notes

本文の内容が簡潔に要約されています。活用法をご自分で考えてみましょう。
英文を要約する練習の解答例としても利用できます。

Ⅱ Guided Summary

各章の本文でフォーカスされている文法重要事項について、まとめて説明をしていま
す。高校までに習ったはずの文法事項だと思いますが、再確認してみましょう。英文
法は、英語を理解し使用するための基礎です。英文法の基礎がしっかりしていれば、
その上に頑丈でしっかりした建物（英語力）を建てることができるのです。

Focus Grammar

Ⅰ Comprehension Questions

本文を読んだ直後に、その内容をどの程度理解できたかをチェックできます。



5

Column

本文の内容に関連したコラムを書いています。英語学習で疲れた頭を休めながら読んで
ください。関連知識を提供し、さらに学習を進めてもらい、教養も高めてもらえるよう
に、関連書籍、映画、音楽等の紹介もしています。お楽しみに！

コ ラ ム

いわゆる 4択問題です。そのチャプターで習う文法事項に関連し、4つの選択肢から
正しいものを選ぶ形式です。TOEFLや実用技能英語検定（英検）も意識した問題形
式になっています。間違えた問題は、正解が得られるまで繰り返し学習しましょう。

Ⅴ Grammar Practice 2

日本語訳を参考に、正しい英文を作る問題です。チャプターで習う文法事項に関連し、
2つの選択肢から正しいものを選ぶ形式で基本的な内容となります。基本例文として
覚えておけば、英作文や英会話の際にも使うことができます。

Ⅳ Grammar Practice 1

並べ替え問題です。Focus Grammarで説明された文法事項やその他本文中に出てく
る重要表現などを、並べ替え問題でマスターできるように練習するものです。全て正
解できるようになったら、語群を隠して和文英訳問題としても挑戦してみてください。

Ⅵ Grammar Practice 3

会話問題です。本文のテーマに関する日本人話者とネイティブスピーカーとの会話と
なっています。チャプターで習った文法事項を中心に空欄にしていますので、音声を
聞き、書き取ってください。また、実際に会話をしているつもりで練習をしてみましょ
う。チャプターのトピックについて英語で話す時の参考にしてください。

Ⅶ Dialogue

Chapter 15をのぞき、2種類の問題で文字通りウォーミングアップをしてもらいます。
問題の右上に書かれたウォーミングアップしている人たちのイラストのイメージ
で、「準備運動」を行ってください。

Ⅲ Warming up
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CONTENTS
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Food is very important. It makes our body and our brain healthy. 

Of course, we must eat good things such as fish, vegetables and fruit. We must 

avoid junk food. 

Food is also important on special occasions. For birthdays and weddings, there 

are beautiful cakes. There are many traditional dishes for holidays such as turkey 

for Thanksgiving dinner in the US and osechi ryori for Japanese New Year. 

Are you feeling sad or lonely? Then you need some comfort food. This is 

the food of your childhood. It brings back good memories, especially the wonderful 

ones with your family. Comfort food changes from country to country, but 

it always has the same positive effect. It makes you feel better.

In the US, comfort food is delicious but usually unhealthy. It contains starch, 

fat or sugar, and is high in calories. Some examples are hamburgers with fries, 

macaroni and cheese, fried chicken, chocolate-chip cookies, apple pie and sodas. 

Chicken soup is healthy comfort food. Mothers give their children this soup 

to cure a cold. 

In Japan, comfort food is usually healthy. It is lower in calories and therefore 

less fattening than American comfort food. Onigiri, tempura, nabe and miso soup are 

a few examples of Japanese comfort food. Okayu is the Japanese version of chicken 

soup. It too helps cure a cold.  

Today it’s easy to find comfort food.  Just go online. There you’ll find a list of 

restaurants serving your favorite comfort food. After your meal, you’ll feel great. 

（249 Words）

Reading Passage 2

5

10

15

20

Comfort Food

ChapterChapter

1
Focus Grammar

文　型
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1.  traditional dish（es）：伝統的な食事、
伝統食

2. turkey：七面鳥
3.  Thanksgiving： 感 謝 祭（ 米 国 で は

11 月第４木曜日、カナダでは 10 月
第２月曜日）

 4. starch：でんぷん質
 5. fat：脂肪
 6. sugar：糖分
 7. calories：カロリー（単数形は、calory）
 8. cure （a cold）：（風邪）を治す
 9. fattening：［形］太らせる（ような）

本文の内容に合っている文には T を、合っていない文には F を（　）に記入しなさい。

1.  （ ） Comfort food is the same from country to country, and also has the 
same positive effect.

2.  （ ） American comfort food is delicious but unhealthy, and Japanese 
comfort food is healthy.

3.  （ ） Online, you can find a list of restaurants serving comfort food.

次の英文は本文を要約したものです。（1）から（8）の空所に、下の（a）〜（h）から
適語を選んで記入し文を完成させなさい。

Food is important.  It makes our body and our brain （1）　　　　　　　　　.  
We must eat good food, not （2）　　　　　　　　　 food.  Food is also important 
on  special  social（3）　　　　　　　　　 and  holidays. Sometimes  we  need 
（4）　　　　　　　　　 food.  The food of our （5）　　　　　　　　　 brings back 
good  （6）　　　　　　　　 .  American comfort food is usually（7）　　　　　　
　　.  Japanese comfort food is usually healthy.  Online you can find a list of 
restaurants （8）　　　　　　　　　 comfort food. 

Notes 

Ⅰ  Comprehension Questions

Ⅱ  Guided Summary

3

List of Words:

（a） childhood （b） unhealthy （c） memories （d） healthy （e） serving 
（f） occasions （g） junk （h） comfort
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Focus Grammar 文型（Sentence Patterns）

英語の文は、基本的に 5 つの文型に分類することができます。S（=Subject, 主語）、V（=Verb, 動詞）、
O（=Object, 目的語）、C（=Complement, 補語）を使い、以下のように表わされます。なお、副詞（句）
は、S, V, O, Cの要素とはなりません。

We study. （私たちは勉強します）や The bird sings.（その鳥は鳴きます）など「〜（主語）は…す
る（動詞）」のような内容を表す文型です。

ex 1） Comfort food changes from country to country. （本文第 3 段落）
comfort food が主語、changes が動詞となり、from country to country は副詞句です。

「〜（主語）は ―（補語）です（動詞）」のような内容を表す文型です。例えば、She is happy.（彼
女は幸せです）や He is a cook.（彼は料理人です）などが挙げられます。be 動詞または状態などを
表す動詞が使われます。

ex 2） Food is very important. （本文第 1 段落）
food が主語、is が動詞、そして very important が補語となります。

I gave my son a Christmas gift.（私は息子にクリスマスプレゼントをあげました）など「〜（主語）
は ---（目的語、人など）に ---（目的語、物など）を…する（動詞）」のような内容を表す文型です。

ex 4） Mothers give their children this soup. （本文第 4 段落）
mothers が主語、give が動詞、their children と this soup が目的語となります。

I left the door open.（私はドアを開けておきました）など「〜（主語）は ---（目的語）を ─（補語）
にする（動詞）」のような内容を表す文型です。

ex 5） It makes our body healthy. （本文第 1 段落）
it が主語、makes が動詞、our body（本文では and our brain も）が目的語、healthy が補語と
なります。

注）本文では、本ページで紹介した例文のみを便宜上太字にしています。

第 1 文型： S ＋ V.

第 2 文型：  S ＋ V ＋ C. 

第 4 文型：  S ＋ V ＋ O1 ＋ O2. 

第 5 文型：  S ＋ V ＋ O ＋ C.

「〜（主語）は、---（目的語）を…する（動詞）」のような内容を表す文型です。例えば、I like 
English.（私は英語が好きです）や We eat fish.（私たちは魚を食べます）などが挙げられます。

ex 3） You need some comfort food. （本文第 3 段落）
you が主語、need が動詞となり、some comfort food が、動詞の目的語になっています。

第 3 文型：  S ＋ V ＋ O.
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（1）次の英文はそれぞれ第何文型か答えなさい。

1.  Food makes our brain healthy.  第（　　）文型

2.  We must eat fish, vegetables and fruit. 第（　　）文型

3.  Food is also important on special occasions. 第（　　）文型

4.  Comfort food changes with time. 第（　　）文型

次の文に当てはまる正しい語（句）を選び、○で囲みなさい。

1.  English [ different / changes ] from country to country.
英語は国ごとに変わります。

2.  We must [ avoid / be away ] junk food.
私たちは、ジャンクフードを避けなければなりません。

3.  Are you [ feeling / feel ] lonely?
あなたは寂しく感じていますか。

4.  The mother [ made / cooked ] her sick son chicken soup.
母親は病気の息子にチキンスープを作ってあげました。

5.  His mother＇s chicken soup made him [ feel / felt ] better.
母親のチキンスープが彼の気分をよくしました。

（2） 次の英文中の下線部が目的語の場合は O を補語の場合は C を（　）内に書き入れなさい。

1.  We must avoid junk food.
 （     　     ）

2.  Are you feeling sad or lonely?
 （  　 ） （      ）

3.  It always has the same positive effect. 
 （     　     ）

Ⅲ  Warming up

Ⅳ  Grammar Practice 1
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1.  She ------- in France last month.
（A） stayed
（B） stays
（C） were
（D） is

2.   Comfort food always ------- the same 
positive effect.

（A） is
（B） has
（C） have
（D） being

3.   My mother’s miso  soup ------- always 
delicious.

（A） is
（B） makes
（C） cooks
（D） feel

4.   Her uncle ------- her a delicious birthday 
cake.

（A） tanned
（B） cooked
（C） baked
（D） burned

5.   The singer ------- him a birthday song at 
the party. 

（A） singed
（B） song
（C） sing
（D） sang

6.   Eating fruit and vegetables everyday 
makes us -------.

（A） healthful
（B） health
（C） healthy
（D） healthily

日本語を参考にして下にある語を並べ替え、英文を完成しなさい。

1.  よい食べ物は、私たちの身体と脳を健康にしてくれます。
makes / food / and / our body / healthy / our brain / good

2.   これらの写真は、よい思い出、特に私の家族との素敵な思い出を思い起こさせてく
れます。
 with my family / good memories, / bring back / the wonderful ones / 
especially / these photos

3.   日本の癒しの食事（comfort food）は、アメリカの癒しの食事よりもカロリーが低く、
したがって、食べても太りません。
less fattening / is / and therefore / Japanese comfort food / American 
comfort food / in calories / lower / than

次の４つの選択肢のうち、空欄に入る最も適切なものを選びなさい。

Ⅵ  Grammar Practice 3

Ⅴ  Grammar Practice 2
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音声を聞いて、日本語を参考にしながら空欄に聞き取った英語を書きなさい。次に解答
を確認し、パートナーと会話を練習しなさい。

Hitoshi is a Japanese exchange student in the US.  He is talking with his American friend 

Emily.

Hitoshi ：　 Hi, Emily. 　　　　　　　　　　　　　　  

 （知ってる？）

 a good Japanese restaurant?

Emily ：　Yeah.  There’s a good one nearby. 

 But why?

Hitoshi ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　 .  I really need some comfort food.

 （ホームシックなんだ）

Emily ：　What! How do you know about comfort food?

Hitoshi ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 in my English class. 

 （話し合ったんだ）

Emily ：　OK. Let’s go right now.

Hitoshi ：　Good idea! After my Japanese meal, I’ll feel great. 

 Thanks a lot, Emily.  You’re a real friend. 

Ⅶ  Dialogue

今回のテーマは、  comfort food です。では、この comfort food、あなたなら日本語で
何と訳しますか？　comfort は「安らぎ、癒し、心地よさ」などの意味ですが、日本語
で comfort food にぴったりの訳はまだないのかもしれません。あえて言えば、やや古
い日本語かもしれませんが「お袋の味」あるいは「故郷の味」でしょうか。または、
soul food をカタカナ語にした「ソウルフード」も近いでしょうね。ホームシックにかかっ
ている学生の皆さん、comfort food を食べて寂しい気持ちを吹き飛ばしましょう。

コ ラ ム

4

comfort food 何と訳す？


