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は し が き

　本書は、基本的な文法事項をベースとし、ただ知識として覚えるのではなく、「聞く」、「話
す」、「読む」、「書く」の４技能で実際に「使う」経験を通して、「使える」英語を身につけ
ることをねらいとしています。総合英語教材としても、文法教材としても使用していただけ
る内容になっています。
　「６年間英語を学んできたけれど、少しも英語を話せるようにはならなかった。」といった
大学生の声を耳にすることがあります。中学･高校での英語学習は実用には役立たないので
しょうか？そんなことはありません。外国人とのコミュニケーションで、相手の言っている
ことを正確に理解したり、自分の言いたいことをきちんと伝えたりするためには、やはり基
本的な英語の学習をしておくことは必要です。実際に、中学3年までの英語学習の内容を身
につけていれば、かなりのコミュニケーションができると言われています。しかし、文法や
単語の知識をただばらばらに覚えるだけでは、「使える」英語は身につかないかもしれませ
ん。「使える」ようになるには、実際に意味のあるやりとりをしながら「使ってみる」経験を
重ねることが不可欠なのです。そのような考えに基づいて、本書では、コミュニケーション
に最低限必要な基本的文法項目を厳選し、その１つ１つについて、「聞く」、「話す」、「読む」、
「書く」すべての４技能で「使う」経験ができるように内容を構成しました。

　本書は2009年に出版されご好評をいただいた『Living Grammar（コミュニケーションの
ためのベーシック・グラマー）』の姉妹編として作成されました。本書の特徴は以下のとお
りです。
・ 学習者が文法知識を確実に理解し使えるようになるように、前著よりもさらに文法項目を
絞り込み、15項目に厳選しました。

・ ユニットごとに１つの文法項目に焦点を絞り、わかりやすく簡潔な説明と、ポイントがつ
かめるような練習問題を付しました。

・ ユニットごとに文法項目のみならず、内容のテーマも設定し、そのテーマについて知識を
広げたり考えを深めたりできるように構成してあります。テーマには、学習者にとって身
近な話題や知的関心が持てるものを選びました。

・ 各ユニットには、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」の4技能すべてのアクティビティが含ま
れています。このように多角的に学ぶことにより、確実に習得できるようなり、また飽き
ずに学習することができます。

　もちろん本書だけでは、英語を「使える」ようになるには十分とは言えないでしょう。本
書をきっかけに英語を「使う」楽しさを実感し、ご自分でさらに実際に「使う」機会を見つ
けていただけたらと思います。
　最後になりましたが、本書の作成にあたっては、成美堂社長佐野英一郎氏と編集部の中澤
ひろ子氏に多大なご協力をいただきました。紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

著者
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本書の構成と使い方

ユニット内で使用されていて特に重要と思われる10語句が、本文で提示された順番に並んでい
ます。ランダムに並んだ日本語の意味と結びつけましょう。

ユニットで焦点をあてる文法事項を導入するための、テーマに沿った内容のリスニング問題で
す。CDを聴いて問題に答えましょう。 

ユニットで特に焦点をあてる文法事項を簡潔明瞭に説明しています。

Grammar Pointで扱った文法事項に関する問題です。2種類の問題（TOEIC形式の問題を含
む）が出題されています。 

ユニットで焦点をあてた文法事項を含む日常会話を聞いて、設問に答える問題です。（Warm-

upのリスニングよりも早いスピードで読まれています。）日常会話の自然な速度にも慣れるよ
うにしましょう。

Listening問題と同様の会話が提示されています。語句を入れ替えながら対話練習をして、テキ
ストを見ないでも言えるようにしましょう。

　 
Grammar Pointで扱ったもの以外で、知っておくと役に立つ文法事項を簡潔に解説しています。

ユニットで焦点をあてた文法事項を多く含む、テーマに沿った内容の英文を読んで、設問に答
えましょう。 

ユニットで焦点をあてた文法事項を使って、テーマに沿った内容の英文を書いてみましょう。
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be動詞
“East or West, home is  best.”(ことわざ)

英語の意味を下の日本語から選びましょう。

1. hometown (      )    2. capital (      )    3. tourist (      )    4. harbor (      )   

5. sightseeing place (      )    6. major (      )    7. law (      )    8. drawer (      )   

9. historic (      )    10. get lost (      )   

A. 3 人の留学生が自分の出身地について紹介しています。それぞれの出身地についての情報を選択
肢の中から選び、下の表を完成させましょう。  

B. もう一度CDを聞いて、次の文が内容と合っていればT、合っていなければFと (　　　) に書き
ましょう。  

1-02

1-03

1-03

a. 歴史的な　　　b. 観光地　　　c. 法学　　　d. 専攻科目　　　e. 観光客
f. 引き出し　　　g.　港　　　h. ( 道に）迷う　　　i. 首都　　　j. 故郷　

1. Cathy is from California.    ( )
2. Broadway is not in San Francisco.    ( )
3. Sydney is the capital of Australia.    ( )

Hometown

Hometown Location Other Information

Other InformationLocation

Dave

Leslie

Cathy

a) New York City

b) Sydney

c) San Francisco

a) the West Coast* of the United States

b) the East Coast** of the United States 

c) Australia’s east coast

a) the Opera House 

b) the cable cars 

c) Wall Street 

* West Coast 西海岸  ** East Coast 東海岸
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もう一度CDを聞き、下の（　　）を埋めて、答えを確認しましょう。

   Hi. My name is Cathy. ( 1 ) ( 2 ) from San Francisco, 
California.  (3 ) (4 ) on the West Coast of the United States. 
San Francisco (5 ) a big city and famous for the Golden Gate Bridge 
and the cable cars. 
   Hi. ( 6 ) Leslie. My ( 7 ) ( 8 ) New York City. 
It is on the East Coast of the United States. New York is ( 9 )
(10 ) (11 ). Wall Street, Broadway, and the Statue of Liberty 
( 12 ) in New York. 
   Hi. I’m Dave. (13 ) from Sydney. (14 ) on Australia’s east 
coast. Sydney (15 ) the capital of Australia but is a popular city for 
tourists. It’s (16 ) (17 ) the beautiful harbor and the Opera 
House.  

：be動詞

▲

be動詞は、「～は…である」という文の「である」に相当します。

▲

be動詞（現在形）は主語によって以下のように変化します。

代名詞が主語のとき

I am I’m we are we’re

you are you’re you are you’re

he is he’s they are they’re

she is she’s

it is it’s

主語(単数) be動詞 短縮形 主語(複数) be動詞 短縮形

肯定文

否定文

疑問文

主語（何は） be動詞（である） 補語（何╱どのよう）

Tokyo is the capital of Japan.
exciting.

主語 be動詞＋not 補語

New York is not 
（短縮形 isn,t） 

Sydney

the capital of the USA. 
quiet.

a sightseeing place?
beautiful?

be動詞 主語 補語

Is

1-03
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1. You and Brian ________ very kind. 
    (A) are   (B) is   (C) do     (D) does

2. ________ your brother’s major law or business?
    (A) do (B) are     (C) is     (D) does

3. Don’t worry. All the money in the drawer ________ safe.
    (A) isn’t (B) are    (C) aren’t   (D) is

4. Every member of my club ________ very serious.
    (A) is      (B) are     (C) am    (D) has

5. Mr. and Mrs. Smith have three sons. One of them ________ in Tokyo now.
    (A) were    (B) are     (C) was     (D) is

1. ( Dave, Australia, from, I, am, and, are ).

2. ( are, brother, is, student, your, college, a )? 

3. Sydney ( Australia, are, capital, is, of, the, not ).

4. ( hometown, place, places, a, your, is, sightseeing, popular )?

5. ( cities, are, and, for, both, grapes, famous ).

▲

be動詞は、「（～に）いる」、（～に）ある」という存在の意味を表すこともあります。

Brian is in the classroom.　　　ブライアンは教室にいる。

Tokyo Disneyland is in Chiba.　東京ディズニーランドは千葉にある。

A. 次の（　　）の中の語を並べ替えて、意味の通る英文にしましょう。ただし、一つだけ余分な語
があります。

B. 選択肢の中で最も適切なものを選び、1～ 5の英文を完成させましょう。 
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CDを聞いて、話している人の出身地がどこなのか、その場所は何で有名な所なのか、下の表に書き
ましょう。

＜基本の対話＞

＜他の語句＞

CD を聞いて、ペアで対話練習をしましょう。基本の対話に慣れたら、①と②を他の語句と入れ替え
てさらに練習しましょう。最後は、教科書を見ないで対話をしてみましょう。

A: Where are you from? 
B: I’m from ①Yamanashi. 
A: What is ①Yamanashi famous for?
B: It’s famous for ②grapes. 
A: Oh, I see.

● 長い主語の場合は、主語の中心となる語の数（単数か複数か）に注意しましょう。

　 例）One of the students is from New York.（学生の一人はニューヨーク出身だ。）
● every+単数名詞は単数扱いになります。

　 例）Every student in this class is friendly.（このクラスの全員がフレンドリーだ。）

出身地 何で有名か

3

2

1

対話 3

対話 2

対話 1

Sumida-ku

Oregon

Aomori

Tokyo Sky Tree

Crater Lake*

apples

*Crater Lake アメリカ、オレゴン州にある湖

　場所 　有名なもの

1-04, 05, 06

1-07
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: The Smallest Town in the World

   Is your hometown big or small? Tokyo, Beijing, New York, and London 
are some examples of big cities. However, there are many smaller places. 
One of those places is the town of Hum in Croatia. It is the Guinness World 
Record holder for being the smallest town in the world. It is home to only 
six people! It is very popular with tourists because it is a historic town 
with some beautiful old stone buildings. There are only two streets, so they 
never get lost! The town also has a church, a shop, a museum, and one 
popular restaurant. The local olive oil and wine are delicious. Hum isn’t 
quiet in June as many people come to enjoy a festival with folk music and 
dance.

1. Many people live in Hum.                                              

2. Hum has some beautiful historic buildings.                            

3. It is diffi cult to get lost in Hum.                                            

4. Hum’s restaurant is popular.                                                 

5. Many people visit Hum in winter.                                            

( )     

( ) 

( ) 

( )

( )

Croatia  クロアチア（ヨーロッパ南東部の国）　

the Guinness World Record holder  ギネス世界記録を保持するもの/人　　

folk music  民族音楽 

次の文が英文の内容と合っていればT、合っていなければFと (　　　)に書きましょう。 

1-08

Milan Babić 撮影
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自分の出身地について紹介する短いスピーチのための原稿を書いてみましょう。

① はじめの挨拶 Hi! / Hello! / Good afternoon, everyone!
My name is ～.  / I am ～ (name). 

③ 場所の説明
～は日本の南部/北部/西部/東部に
あります。

～ is in the southern / northern / western /
eastern part of Japan.

④ 名物・有名なものの紹介
～は…で有名です。
(例) 新潟はおいしい米で有名です。

～ is famous for....
(e.g.) Niigata is famous for delicious rice.

⑤ その他の情報
(例) 美しい小さな町です。
  　  水がとてもきれいです。

(e.g.) It is a beautiful small town.
         The water is very clean. 

② 出身地の紹介 My hometown is ～.  / I am from ～.

⑥ 終わりの挨拶  Thank you for listening!

① はじめの挨拶

② 出身地の紹介

③ 場所の説明

④ 名物・有名なものの紹介

⑤ その他の情報や伝えたい
　メッセージなど

⑥ 終わりの挨拶

①　                   ! My name is                    

②　                                              

③　                                             

④　                                             
　　
　
　
⑤　                                                                             

                                                  

⑥　                       

項目 例
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