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コミュニケーションにつながる発信力を！
中京大学特任講師　鈴木 希明

著者の
メッセージ 

発信のための基礎力の定着を
　「論理・表現」は，「話すこと［やり取り］」，「話すこと［発表］」，「書くこと」という 3 つの領域を中心に，発信力の
強化を目指す科目です。
　英語で発信できるようにするためには，意味を伝える文をつくる力が必要です。英語の文をつくるために必要なのは，

「語彙」と「文法」です。be English Logic and Expression Ⅰ・ⅠⅠ Smart/Clear では，多くの英文と，各レッスンに設
定したさまざまなテーマにふれることで，多岐にわたる語彙の習得と，体系的な文法学習ができるようになっています。
　英語の文をつくる基礎力とともに，発信に必要な発音や機能表現も学習します。文をつくることができても，正しい
発音やイントネーションの知識がなければ，相手に意味が伝わるように話すことはできません。正しい発音を知らないと，
相手の話を聞いて理解することもできません。また，自分が伝えたいことを話すだけでは一方通行になってしまいます。
　双方向のコミュニケーションを成り立たせるためには，よい聞き手となることも大切です。相手の話の内容について
質問したり，感想を述べたり，あいづちなどの機能表現を使ったりして，そこで行われているコミュニケーション活動
への意欲や興味を示すことも欠かせないのです。

活動を通して発信力強化を
　be English Logic and Expression Ⅰ・ⅠⅠ Smart/Clear は，FESTIVAL というシステムで，言語活動を通して英語の
基礎力と発信力を養成できるようにしています。
　FORMS で英語の形式を理解・定着させ，EXPRESSIONS でコミュニケーションに必要な機能表現を学びます。
SOUNDS では話したり聞いたりするときに必要な発音やイントネーションの基礎を確認します。TALK は FORMS，
EXPRESSIONS，SOUNDS を確認・定着させるための「話す」練習です。
　さらに，INTERACTIONS では言語活動をしながら，体系的に英語の形式を身につけ，発信につながるようにします。
VOCABULARY は活動の支援となる語彙リストです。
　このシステムの最後は ACTIVE LEARNING です。SHARE と WRITE という 2 つの活動を通して，INTERACTIONS
で身につけた発信力をさらに強化します。最後の L は LOGICAL THINKING と LOGICAL WRITING の L でもありま
す。論理的に考え，論理的に伝えることを意識する習慣をつけるようにします。
　このシステムによる学習を通して，生徒は英語の基礎力と発信力をつけ，コミュニケーションの意義と楽しさを体験
できることでしょう。

３つの特長3

English Logic
and Expression I・II   

be Smart/Clear

①導入→②定着→③発展の 3 ユニット構成
①文法を含むモデル会話→②文法解説と TASK →③文法を使った自己発信活動という流れで論理
　と表現の力が身につきます。

学習上の目標をわかりやすく表示
文法項目と発信活動の目標を Self-Check として掲載。達成度を評価しながら，目標を意識して
学習を進めることができます。
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1
LESSON Meeting People

自分のことを話す

学校の近くで，登校中のMikeとShotaが会いました。Start-Up

Mike：  Good morning, Shota!
Shota：  Oh, good morning, Mike! Do you walk to  

school?
Mike：  No. I live far from here, so I usually  

take the train. It takes about an hour. 
Shota：  An hour? Wow! I live nearby, so I can walk  

to school. It only takes ten minutes.
Mike：  Oh, really! You’re lucky! I don’t like the long train ride.

相手からの問いかけに答えたら，もう 1つ情報を加えましょう。会話
にリズムが生まれ，その情報をもとにさらに会話を発展させることができます。

Tips for Better Communication

現在のことは現在形で表すORMS
　現在のことを伝えるときには，動詞の現在形を使います。現在形を使うと，住んでいる所のような
現在の状態や，いつもすることを表すことができます。
I live far from here.
I take the train.
このような文の動詞の現在形が表すのは，「今」を中心として，過去から現在，そして未来へと広がる
時の範囲です。Do you walk to school?であれば，今現在だけのことではなく，「いつも徒歩通学な
の？」とたずねているのです。

あいづちで関心を示すXPRESSIONS
　Oh, really! のようなあいづちを打つことで，「そうなんだ!」と相手の話に関心をもっていることを
伝えることができます。Really?なら「そうなの?」というニュアンスです。
例 “I got a new smartphone yesterday.” “Really! The newest model?”  

/l/と/r/の発音OUNDS
　/l/は舌先を上の歯茎にあてて発音し，/r/は舌先をどこにもつけず舌全体をうしろに引いて発音
します。
　話 live, lucky, like, long, play, usually, only, school / really, ride, from, train, friend, free, every
　　 light / right，lead / read，glass / grass，collect / correct

ALK
会話の内容を確認し，MikeとShotaになりきって会話をしてみよう!

「（学校には）電車で来ます」と言うとき，交通手段を表すbyを使ったI come to school by train.でも通じ
ますが，I take the train.とすると英語らしい表現になります。バスや自転車ならI take the bus. / I ride my bike
［bicycle］.という表現を使います。徒歩通学であればI walk to school. が自然な表現です。

Pick-Up
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NTERACTIONS 自分のことや身近な人のことを話す
A 現在の状態を表す 現在形：状態動詞

1  I like cats very much.
2  My uncle has two cars.

-GUIDE

1好きなものや思っていることなど，現在の心理的な状態を表すときは，動詞の現在形を使う。
2持っているものや住んでいる所のような現在の状態を表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK イラストに合うように，与えられた動詞を使って英文を完成させよう（否定文にする場合もある）。

［  resemble / like / 
live / believe /  
have / wear ］

　I have a little brother and two sisters. My brother still (　　　) in ghosts, so he 

(　　　) haunted houses. My sisters are twins and really (　　　) each other. They 

sometimes (　　　) the same clothes. My grandfather (　　　) in Okinawa. He 

(　　　) a dog and takes it for a walk every morning.

TASK 話上のCHECKを参考にして，自分の家族を紹介しよう。

B いつもすることを表す 現在形：動作動詞

3  I usually get to school at 8:30.
4  My mother teaches biology at a high school.

-GUIDE

3繰り返しすることや習慣になっていることを表すときは，動詞の現在形を使う。usuallyのような副詞を
使うと頻度を表すことができる（always > usually > often > sometimes > rarely > never）。
4職業や習性，話す言語などを表すときも，動詞の現在形を使う。

CHECK 父親のことについて書いた高校生の文章を完成させよう。
　My father (　　　) for a car company. He likes cars, but he rarely (　　　). He gets 

up very early in the morning and (　　　) home at seven. He (　　　) the bus and 

the train to work. He usually (　　　) home before dinner. He works very hard.

⇒ CTIVE LEARNINGの WRITE の活動（p.24）で， Bの表現を活用しよう。

OCABULARY

・be good at（～が得意である）
・resemble（～に似ている）
・be a graduate of（～の卒業生である） 
・come from（～出身である） 

・walk to school（徒歩通学する）
・work for （～で働く）
・get up at （～時に起きる）
・brush one’s teeth（歯を磨く）

・get dressed（着替える）
・have［eat］ breakfast（朝食をとる）
・leave for school（学校に出かける）
・get to school（学校に着く）
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C している最中のことを表す 現在進行形

5  I’m writing an essay for my English class.
6  I think my cat is getting fat.

-GUIDE

5している最中のことを表すときは，現在進行形（am/are/is＋動詞の ing形）を使う。
6変化している最中のことや一時的な状態を表すときも，現在進行形を使う。

CHECK 2人の会話を聞いて，空所を埋めよう。
Kenta and Andy are talking on the phone.

Kenta: What are (　　　) (　　　)? 
Andy: (　　　) (　　　) a poster for my presentation. I have to finish it tonight, but I’m

 (　　　) tired.
Kenta:  That’s too bad. Tom and I (　   ) (　   ) games online now, but we can help you.
Andy: Really? That’s very kind of you!

TASK 対�上のCHECKの会話を参考にして，電話をかけているという設定で会話をしてみよう。その際，
時間帯は休日や夜など自由に設定しよう。

-GUIDE

相手の発言内容に対して感じたことをあいづちで表現しよう。
・I see.（なるほど）　・Yes, indeed.（確かに）　・I think so, too.（私もそう思います）　
・I can’t believe it!（信じられない!）　・Really?（本当？） 　・No way!（ありえない!）

・That’s nice［good / great / wonderful / fantastic］!（すばらしい!）　・That’s too bad.（それはお気の毒に）
・I’m sorry to hear that.（それは残念です）　・You’re kidding!（冗談でしょ!）　・Are you serious?（本当に?）

D これからの予定を表す 現在進行形：予定

7  My grandmother is visiting us tomorrow.

-GUIDE

7これからしようとしている個人的な予定を表すときに，現在進行形を使うことができる。

TASK 対今日の午後、または週末の予定について会話をしてみよう。
例 A: What are you doing after class?

 B: I’m meeting Chris to talk about our plan this weekend.

 A: Are you going somewhere?

 B: Yes. We are going cycling.

・do club activities（部活動をする）
・go to cram school（塾に行く）
・come［get］ home（家に帰る）
・a haunted house（お化け屋敷）

Self-Check （できることに を入れよう）
□ A  現在の状態を表すことができる。
□ B   いつもすることを表すことができる。
□ C   している最中のことを表すことができる。
□ D  これからの予定を現在進行形で表すことができる。

CTIVE LEARNING
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Introducing Yourself  

自分のことを伝えるときに，I like playing the piano. I read many books.のように事実を並べるだけではつなが
りのない文章になってしまいます。I like playing the piano. I really love classical music. のように前の文につな
がるような情報を加えるなど，文と文の関連を意識して，まとまりのある文章にしましょう。

OGICAL THINKING

クラスメイトのことを紹介しようSHARE

クラスメイトにインタビューして情報を集めよう。
例 Which junior high school did you go to?

How do you come to school?
What do you do in your free time?
What is your favorite sport［food/color］?

 インタビューしたクラスメイトのことをメモしよう。
 went to .

He/She  to school.
He/She  in his/her free time.
His/Her favorite .

 グループになって，インタビューしたクラスメイトのことをほかの人に紹介しよう。
聞き手はそれぞれの発表について，感想を言ったり質問したりしよう。

「朝の習慣」について書こう BWRITE

自分が朝していることを書き出そう。
例  I get up at 6:00. I get dressed. I eat breakfast.  
I ride my bike to school. It takes fifteen minutes.

 接続詞（and, but, when）や副詞（first, then）などを使って，時間の流れにそって自分の朝の
習慣を文章にしてみよう。
例  I usually get up at 6:00. First, I get dressed and then take my dog for a walk. After 

that, I eat breakfast and brush my teeth. Then I leave for school at 7:15. 

Self-Check
インタビューしたクラスメイトを紹介することができた。 3  2  1

朝の習慣について，時間の流れにそって書くことができた。 3  2  1

3：よくできた。 2：まあまあできた。 1：あまりできなかった。
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C している最中のことを表す 現在進行形

5  I’m writing an essay for my English class.
6  I think my cat is getting fat.

-GUIDE

5している最中のことを表すときは，現在進行形（am/are/is＋動詞の ing形）を使う。
6変化している最中のことや一時的な状態を表すときも，現在進行形を使う。

TASK 耳対会話を聞いて空所を埋めよう。
Kenta and Andy are talking on the phone.

Kenta: What are (　　　) (　　　)? 
Andy: (　　　) (　　　) a poster for my presentation. I have to finish it tonight, but I’m

 (　　　) tired.
Kenta: Sorry to hear that. Tom and I (　　　) (　　　) games online now.
Andy: (　　　)? I want to join you!

-GUIDE

相手の発言内容に対して感じたことをあいづちで表現しよう。
・I see.（なるほど）　・Yes, indeed.（確かに）　・I think so, too.（私もそう思います）　
・I can’t believe it!（信じられない!）　・Really?（本当？） 　・No way!（ありえない!）

・That’s nice［good / great / wonderful / fantastic］!（すばらしい!）　・That’s too bad.（それはお気の毒に）
・I’m sorry to hear that.（それは残念です）　・You’re kidding!（冗談でしょ!）　・Are you serious?（本当に?）

D これからの予定を表す 現在進行形：予定

7  My grandmother is visiting us tomorrow.

-GUIDE

7これからしようとしている個人的な予定を表すときに，現在進行形を使うことができる。

TASK 書対与えられた動詞を使って，質問への答えを完成させよう。
What are you doing this afternoon?

 A:  to a concert with my sister.

 B:  my dog to the vet.　・vet：獣医

 C:  at home and studying.

［ stay / go / take ］ 

・do club activities（部活動をする）
・go to cram school（塾に行く）
・come［get］ home（家に帰る）
・personality（性格）

Self-Check （できることに を入れよう）
□ A  現在の状態を表すことができる。
□ B   いつもすることを表すことができる。
□ C   している最中のことを表すことができる。
□ D  これからの予定を現在進行形で表すことができる。
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Introducing Yourself  

自分のことを伝えるときに，I like playing the piano. I read many books.のように事実を並べるだけではつなが
りのない文章になってしまいます。I like playing the piano. I really love classical music. のように前の文につな
がるような情報を加えるなど，文と文の関連を意識して，まとまりのある文章にしましょう。

OGICAL THINKING

クラスメイトのことを紹介しようSHARE

クラスメイトにインタビューして情報を集めよう。
例 Which junior high school did you go to?

How do you come to school?
What do you do in your free time?
What is your favorite sport［food/color］?

 インタビューしたクラスメイトのことをメモしよう。
 went to .

He/She  to school.
He/She  in his/her free time.
His/Her favorite .

 グループになって，インタビューしたクラスメイトのことをほかの人に紹介しよう。
聞き手はそれぞれの発表について，感想を言ったり質問したりしよう。

「朝の習慣」について書こうWRITE

自分が朝していることを書き出そう。
例 I get up at 6:00. I get dressed. I eat breakfast. 
I ride my bike to school. It takes fifteen minutes.

 接続詞（and, but, when）や副詞（first, then）などを使って，時間の流れにそって自分の朝の
習慣を文章にしてみよう。
例  I usually get up at 6:00. First, I get dressed and then take my dog for a walk. After 

that, I eat breakfast and brush my teeth. Then I leave for school at 7:15. 

Self-Check
インタビューしたクラスメイトを紹介することができた。 3  2  1

朝の習慣について，時間の流れにそって書くことができた。 3  2  1

3：よくできた。 2：まあまあできた。 1：あまりできなかった。
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OCABULARY

NTERACTIONS 交通や建造物のことを話す
A 何かをされた・されることを表す 受動態の基本形

1  This station was built in the Meiji period.
2  The traffic jam was caused by road work.

-GUIDE

1「される」「された」という受動の意味を表すときは，受動態（be動詞＋過去分詞）を使う。「されるだろう」
という未来のことは〈will be＋過去分詞〉で表す。
2だれ［何］にされたかを示すときは，前置詞byを使う。

何かをされた・されている状況を表す文で，何によってされたのかを示すときは，Some people were 
injured in the traffic accident.のように，内容に合う前置詞を使う。

!注意

CHECK 与えられた語を使って英文を完成させよう。
1. The main street  by a fallen tree yesterday. ［ block ］
2. The passengers  about the delay that morning. ［ not, inform ］
3. A new railway station  next year. ［ will, construct ］

TASK 対会話例のように一声かけてから，状況に合うように会話を続けよう。
例 A: Excuse me, but was my flight cancelled?

 B: I’m afraid so. It was due to ...
1 2空港のカウンターで搭乗

便がキャンセルになった
かたずねています。

長距離列車の自由席で席
が空いているかたずねて
います。

-GUIDE

話しかけるときにはひと言添えるようにしよう。
・Excuse me, but ....（すみませんが）　・Sorry to interrupt you, but ....（おじゃましてすみませんが）　
・Can we talk for a second? （少しお話できますか）　・Can I ask you something?（聞いてもいいですか）
・Is it okay to talk now?（今話してもいいですか）　・Do you have a minute?（ちょっといいですか）

B 何が・いつ・どこでされたのかをたずねる 受動態の疑問文

3   Whose design was chosen for the new museum?
4   Where will the bicycle lanes be installed?

・be delayed（遅れる）
・cancel a flight（フライトを欠航させる）
・take a seat（席に座る）
・give up one’s seat（席を譲る）

・cross a street（通りを横断する） 
・construct（～を建設する）
・plant trees（樹を植える）
・block［close］ the road（道をふさぐ）

・keep left（左側通行をする）
・pull over a car（車を路肩に寄せる）
・repair roads（道路を補修する）
・walk on a sidewalk（歩道を歩く）
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OCABULARY

NTERACTIONS 交通や建造物のことを話す
A 何かをされた・されることを表す 受動態の基本形

1  This station was built in the Meiji period.
2  The traffic jam was caused by road work.

-GUIDE

1「される」「された」という受動の意味を表すときは，受動態（be動詞＋過去分詞）を使う。「されるだろう」
という未来のことは〈will be＋過去分詞〉で表す。
2だれ［何］にされたかを示すときは，前置詞byを使う。

何かをされた・されている状況を表す文で，何によってされたのかを示すときは，Some people were 
injured in the traffic accident.のように，内容に合う前置詞を使う。

!注意

CHECK 与えられた語を使って英文を完成させよう。
1. The main street  by a fallen tree yesterday. ［ block ］
2. The passengers  about the delay that morning. ［ not, inform ］
3. A new railway station  next year. ［ will, construct ］

TASK 対会話例のように一声かけてから，状況に合うように会話を続けよう。
例 A: Excuse me, but was my flight cancelled?

 B: We’re afraid so. It was due to ...
1 2空港のカウンターで搭乗

便がキャンセルになった
かたずねています。

長距離列車の自由席で席
が空いているかたずねて
います。

-GUIDE

話しかけるときにはひと言添えるようにしよう。
・Excuse me, but ....（すみませんが）　・Sorry to interrupt you, but ....（おじゃましてすみませんが）　
・Can we talk for a second? （少しお話できますか）　・Can I ask you something?（聞いてもいいですか）
・Is it okay to talk now?（今話してもいいですか）　・Do you have a minute?（ちょっといいですか）

B 何が・いつ・どこでされたのかをたずねる 受動態の疑問文

3   Whose design was chosen for the new museum?
4   Where will the bicycle lanes be installed?

・be delayed（遅れる）
・cancel a flight（フライトを欠航させる）
・take a seat（席に座る）
・give up one’s seat（席を譲る）

・cross a street（通りを横断する） 
・construct（～を建設する）
・plant trees（樹を植える）
・block［close］ the road（道をふさぐ）

・keep left（左側通行をする）
・pull over a car（車を路肩に寄せる）
・repair roads（道路を補修する）
・walk on a sidewalk（歩道を歩く）

・pave the road（道を舗装する）
・public transportation（公共交通機関）
・a commuter（通勤者，通学者）
・an intersection（交差点）

Self-Check （できることに を入れよう）
□ A  何かをされた・されることを表すことができる。
□ B   何が・いつ・どこでされたのかをたずねることができる。
□ C   受動態で進行中の意味や完了形の意味を表すことができる。
□ D   感情を受動態で表すことができる。

-GUIDE

3「だれ［何］がされたのか」とたずねるときは，〈疑問詞＋be動詞＋過去分詞〉の語順にする。
4「いつ・どこに・どのようにされたのか」のような情報をたずねるときは，〈疑問詞＋be動詞＋主語＋過
去分詞〉」の語順にする。willを使う場合は〈疑問詞＋will＋主語＋be＋過去分詞〉となる。

TASK 話�あなたの町に大規模開発プロジェクトの話がもちあがりました。あなたは学校を代表して役
所の担当者にインタビューします。以下の疑問詞と動詞を参考にして質問しよう。

［ why, what, how much, when ］［ need, construct, spend, complete ］
例 A: Why is the large-scale development project needed?

 B: It’s needed to attract more visitors to the downtown area.

 A: I see. It sounds ....

C 受動態で進行中の意味や完了形の意味を表す 進行形・完了形の受動態

5  The stadium is being renovated now.
6  The traffic light near the school has been fixed.

-GUIDE

5されている最中のことを表すときは，〈be動詞＋being＋過去分詞〉を使う。
6完了・継続・経験の意味を受動態で表すときは，〈have / has＋been＋過去分詞〉を使う。

TASK 書�イラストの土地開発のようすを伝える文章を，上の例文と 
以下の動詞を参考にして書こう。

［ pave / plant / construct / close ］
例  The road is being paved now. So we cannot go into  

the area, and ....

D 感情を受動態で表す 感情を表す受動態

7  I was surprised by the new train fares.

-GUIDE

7「驚いた」「わくわくした」のような感情を表すときには受動態を使う。この過去分詞は形容詞として使わ
れることも多く，be surprised atのようにby以外の前置詞を使うこともできる。

CHECK 与えられた動詞を適切な形にして，過去に抱いた感情を表す英文を完成させよう。
1. I  at how crowded the trains were in Tokyo.　［ surprise ］
2.  They  about getting on an airplane for the first time.［ excite ］

⇒ CTIVE LEARNINGの WRITE の活動（p.64）で， Dの表現を活用しよう。
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English Logic and Expression I・II

さまざまな活動を網羅した問題
・文法のチェック問題 CHECK と活動問題 TASK の 2 種類があります。
・TASK の活動内容を「やり取り」「発表」「書く」マークでわかりやすく表示しました。




