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英語表現Ⅰ　エクスプレスウェイズ



教科書 p.44

  Look again carefully.  You see two fork-like 
figures pointing in almost the same direction, 
right?  What do they represent?  Actually 
each of them represents a hand.  Are they 
the hands of the same person?

  Look at this.  Can you tell what it is?
It looks like a picture or some sort of figure, 
but in fact it is a letter.  To be precise, it is 
an old Chinese character or kanji .  Can you 
guess what this character means?

Listening Script
①

③
  By now maybe you can guess the
meaning of the character.  A person 
who gives a helping hand is none 
other than a “friend.”  So the overall 
character describes someone helped 
and someone helping, and means 
“friend.”

1-41-2

Answer the questions in English.

It represents a hand.

No, they don’t.

It means “friend.”

It is a(n old) Chinese character.

  Well, the one at the top is a hand trying to 
do something.  How about the other?  It is a 
helping hand extended from another person. 
Who will give you a helping hand?

1-1

本文スラッシュ読み/本文通し読み 1-8

②

（解答）1-3 1-6True or False/1-5 1-7（解答）

本課の目標とねらい

　自分が調べたことや学んだことを他人に伝えること
もことばの役割の1つである。この課では，他教科
で学んだり調べたりしたことを，わかりやすく発表す
る方法を学ぶ。
　この課では「国語」「書道」で調べた，あるいは，
学んだ（と想定した）漢字の字源を題材にして，原稿
を書き，発表することを目標としている。
　p.44のイラストにあるように，わかりやすく聞き手
に伝えるために，適切な絵や図（また，写真や表な
ど）を効果的に使うことを指導する。その際，教科書
Part 2内に配置された8つの囲み記事Tips for a 
Good Presentationに書かれている，発表のコツも
できるかぎり実践するように指導したい。

オーラルイントロダクション例

  How many classes do you have in a week?  
Yes, thirty.  Then how many subjects do you 
study in a week?  （...）.  What subjects are they?  
Japanese, math, world history, chemistry, PE, 
music ..., and so on.  Oh, you mustn’t forget 
English!  Anyway you study so many subjects.  
That is, you know a lot about different topics.  
Now, Chiharu is going to talk about something 
she learned in her Japanese [calligraphy] 
lesson.  Let’s listen to it!

本文（Listening Script）の解説

訳例 ☞下巻p.38
sort = kind。some sort of figureで「ある種の図
形，何かしらの図形，図形のようなもの」。
figureは「図形，図柄，模様」
letterは「表音文字」，characterは「表意文字」
と使い分けてある。
fork-like figure「フォークのような形をした図形」。
forkは二股～四股に分かれた形状のものを指す語
（食事用のフォーク，農具のフォーク，川や道の分岐
点，二股に分かれた枝，音叉など）。
... , right?「…ですよね」と相手に確認する用法。

Unit 14 ?

付加疑問の代わりに使える便利な表現。
representはstand forで言い換え可能。
the hands of the same person?「同一人物の（複
数の）手」つまり「1人の人物の両方の手」。
the one [hand] at the top 「（2つ描いてある手の
うちの）上の方の手」
How about the other [hand]?「（2つ描いてある
手のうちの）残りの方の手」
なお，上の2つの例のoneとthe otherは呼応して
いる。
actuallyは直前のWhat do they represent?とい
う質問にクラスメートが答えられないであろうことを
受けて，そのことを非難せずに，正解をやわらかく
伝えるためのクッションの役割を果たす。
helping handは抽象的に「援助の“手”，手助け」
を表すこともあるが，ここでは文字通り，具体的な
「助けの手」の意。
by now「これまでに，もう今ごろは」
the overall character「この表意文字全体」
describe「描写する」
someone helped「助けられる人・側」
someone helping「助ける人・側」

 解説

1. figure-like pictureは「模様のような絵」。
3.  Do the two fork-like figures belong to the 

same person?はスクリプトのAre they the 
hands of the same person?を確認する質問。

True or False （解答）1-6 1-7

1.  This is an old Chinese picture.（絵1） F
2.  The fork-like figures are hands.（絵1） T
3.  The two fork-like figures are the hands of 

the same person.（絵2） F
4.  The meaning of this figure is “friend.”
　（絵3） T

教科書pp.44-47／配当時間3時間  解説

1.  tellは，can, be able toなどとともに使って「～
だとわかる」の意。Notesにあるように，can’t 
tell = don’t knowと言い換えられる。
　tellのあとには，wh-節（含whether）や if節
（cf. Useful Expressionsの例文1）のほかthat
節が続く：I can tell (that) she is not happy 
at all from her face.

2.  五感を表す動詞と前置詞の likeを組み合わせた表
現の1つ。Notesに記したものとあわせて，look 
[smell / sound / taste / feel] + like ～の表現が
ある。

This looks like an exciting story.
「これはワクワクしそうな物語だ。」
This roll of toilet paper smells like rose.
「このトイレットペーパーはバラの匂いがする。」
She didn’t sound like herself.
「彼女は声の感じがいつもと違っていた。」
Some pumpkin taste like sweet potato.
「サツマイモのような味がするカボチャがあ
る。」

　なお，上の表現中の likeは前置詞であり，直後
には名詞（相当語句）が続くが，下のように，like
のあとに節が続くこともある。

It sounds like there is someone in the 
garden. 「庭にだれかいるようだ。」
It looks like the Lions will win.
「ライオンズが勝ちそうだ。」

3.  in factは，ここでは直前に言った内容を修正する
前置きとして，butに続けて使われている。「（と
ころが）実際には」。
it was far away「それ（＝駅）は遠かった」。It 
was two kilometers away.なら「1キロメート
ル離れていた」。

4.  to be preciseは「正確に言うと」の意。類義表
現にto be exact, to be accurateがある。
the older of the twins「双子のうち生まれたの
が早いほう」，older by nine minutes「9分早く
生まれて」。

5.  none other than ...「ほかならぬ…」（←other 
than...「…以外の」none「だれでもない」）。

The woman was none other than principal. 
「その女性こそ校長先生にほかならなかった。」

 訳例と解説

1. 「あのバスケットボール選手は身長がほぼ2メート
ルだ。まあ，正確に言うと，1メートル97センチ
なんだけどね。」
　almostはnearlyとほぼ同意で「あと少しで当
該の数値（など）に届く」感じを表す。about, 
aroundは，当該の数値（など）より多い場合にも
少ない場合にも使える。

2. 「映画の終わりに涙を流していたのは，ぼくだけだ
ったよ／私だけだったわ。」「映画の終わりにぼく／
私以外に涙を流していた人はいなかった。」
　weepは「涙を流して泣く」，sobは「泣きじゃ
くる，むせび泣く」，cryは「声を上げて泣く」。

3. 「その新しい生地はどんな手触りなんですか。」
　The new cloth feels like X.のXがwhatに
置き換わった質問文。同じfeel likeを使った表現
でも，feel like doingとなると「～したい気分
だ」。

e.g. I don’t feel like eating steak today.
「今日はステーキを食べる気がしない。」

4. 「その映画はつまらないだろうと思っていたが，実
際には素晴らしかった。」
　～, but in fact ...で「～，ところが実際には…」
と前言を修正している。

5. 「これらの国々の首都はわかる［知っている］よ。」
　＜can + tell + wh-節＞という構造。

Unit
14

教科書 p.45

1-9

1-10

Fill in the blank so that the sentence makes sense.

tell
fact

like
than

precise

訳例 ☞教科書p.73

Teacher’s Bookと解説書を1冊に まとめました ！

Unit 14（教科書 p.44）より Unit 14（教科書 p.45）より

語法や指導のポイントを
詳しく解説しています。

本課の目標とねらい

　自分が調べたことや学んだことを他人に伝えること
もことばの役割の1つである。この課では，他教科
で学んだり調べたりしたことを，わかりやすく発表す
る方法を学ぶ。
　この課では「国語」「書道」で調べた，あるいは，
学んだ（と想定した）漢字の字源を題材にして，原稿
を書き，発表することを目標としている。
　p.44のイラストにあるように，わかりやすく聞き手
に伝えるために，適切な絵や図（また，写真や表な
ど）を効果的に使うことを指導する。その際，教科書
Part 2内に配置された8つの囲み記事Tips for a 
Good Presentationに書かれている，発表のコツも
できるかぎり実践するように指導したい。

オーラルイントロダクション例

  How many classes do you have in a week?  
Yes, thirty.  Then how many subjects do you 
study in a week?  （...）.  What subjects are they?  
Japanese, math, world history, chemistry, PE, 
music ..., and so on.  Oh, you mustn’t forget 
English!  Anyway you study so many subjects.  
That is, you know a lot about different topics.  
Now, Chiharu is going to talk about something 
she learned in her Japanese [calligraphy] 
lesson.  Let’s listen to it!

本文（Listening Script）の解説

訳例 ☞下巻p.38
sort = kind。some sort of figureで「ある種の図
形，何かしらの図形，図形のようなもの」。
figureは「図形，図柄，模様」
letterは「表音文字」，characterは「表意文字」
と使い分けてある。
fork-like figure「フォークのような形をした図形」。
forkは二股～四股に分かれた形状のものを指す語
（食事用のフォーク，農具のフォーク，川や道の分岐
点，二股に分かれた枝，音叉など）。
... , right?「…ですよね」と相手に確認する用法。

Unit 14 ?

付加疑問の代わりに使える便利な表現。
representはstand forで言い換え可能。
the hands of the same person?「同一人物の（複
数の）手」つまり「1人の人物の両方の手」。
the one [hand] at the top 「（2つ描いてある手の
うちの）上の方の手」
How about the other [hand]?「（2つ描いてある
手のうちの）残りの方の手」
なお，上の2つの例のoneとthe otherは呼応して
いる。
actuallyは直前のWhat do they represent?とい
う質問にクラスメートが答えられないであろうことを
受けて，そのことを非難せずに，正解をやわらかく
伝えるためのクッションの役割を果たす。
helping handは抽象的に「援助の“手”，手助け」
を表すこともあるが，ここでは文字通り，具体的な
「助けの手」の意。
by now「これまでに，もう今ごろは」
the overall character「この表意文字全体」
describe「描写する」
someone helped「助けられる人・側」
someone helping「助ける人・側」

 解説

1. figure-like pictureは「模様のような絵」。
3.  Do the two fork-like figures belong to the 

same person?はスクリプトのAre they the 
hands of the same person?を確認する質問。

True or False （解答）1-6 1-7

1.  This is an old Chinese picture.（絵1） F
2.  The fork-like figures are hands.（絵1） T
3.  The two fork-like figures are the hands of 

the same person.（絵2） F
4.  The meaning of this figure is “friend.”
　（絵3） T

教科書pp.44-47／配当時間3時間

●Teacher’s Book & 解説編（B5変型判／ 2分冊）

日本語の指示文には英訳がつい
ており，「授業は英語で」に対応
しています。

イラスト
イラストは『教科書データ
CD-ROM』にデータを収
録しています。

「授業は英語で」をしっかり
サポートします。

本文
モデルとなる本文の音声には，
スラッシュ読みバージョンも収
録しています。
※�「スラッシュリーディング用ワー
クシート」は『教科書データCD-
ROM』に収録してあります。

True or False
Q&Aの補充として，T/F 問題
も用意しています。

教科書と解説ページが1ページご
とに対応しているので，その場で
すぐに必要な情報がわかります。

解説
ページ

教科書
ページ

2 3



Unit 1（教科書 pp.6-7）より

▶各Unit は見開き2ページ構成です。

EXPRESSWAYS は「文法指導」も しっかりサポートします ！

●基礎文法ワークシート　B5判／48ページ（予定）

各 Unit に出てくる
重要な文法事項をわ
かりやすく解説して
います。
教科書に入る前の事
前指導にも使えま
す。

左ページで取り上げ
た文法事項の定着を
はかるため，多様な
形式の練習問題を収
載しました。

文法事項に関する
プラスαの知識も
解説しています。

4 5



Unit 8 （教科書 pp.20-21）より

EXPRESSWAYS は「自己表現」 能力が確実に身につきます！
▶各Unit は見開き2ページ構成です。●英作文ワークシート　B5判／ 48ページ（予定）

解答例の下線部を入
れかえれば，自分の
ことについての英文
を簡単に作ることが
できます。

英作文のための重要
文法事項や熟語を，
その使い方とともに
解説しています。

上で書いた英文を
さらにふくらませる
ヒントや方法を示し
てあります。

左ページで書いた
英文をつなげれば，
無理なく，ある程度
まとまった量の英文
を完成できます。

教科書の　　　　　　　�B
に取り組むためのワーク
シートを用意しました。

細かなステップを
踏んで，「できる」
ようにガイドします。

6 7



教師用教授資料（予定）　  

・Teacher’s Manual
　�セット内容：①Teacher’s�Book＆解説編（B5変型判（教科書と同サイズ）／ 2分冊）
　　　　　　　②基礎文法ワークシート（B5判／ 48 ページ）
　　　　　　　③英作文ワークシート（B5判／ 48 ページ）
　　　　　　　④教科書データCD–ROM
　　　　　　　　※�「教科書テキストデータ」「本文訳例」「音声スクリプトデータ」，「スラッシュリーディ

ング用ワークシート」のほかに，「教科書イラストデータ」や『基礎文法ワークシート』
『英作文ワークシート』のWord データなどを収録。

・学校用 CD
　教科書完全準拠の音声教材。

生徒用準拠教材（予定）

・ワークブック：B5 判・56 ページ
　�教科書の内容理解を補助するためのワークブックです。音声スクリプトとテキストの訳例が
掲載されており，授業の予習・復習に活用できます。

「授業は英語で」を強力にサポートする教材群

Useful Expressions

私の父はテレビゲームのソフトを作ってい

る会社で働いています。

私は朝，犬を川沿いに散歩に連れて行きま

す。

私は 1 日おきに，朝食前にジョギングに行

きます。

私の妻はいま赤ちゃんをお風呂に入れてい

ます。

Check 日本語を参考に，（　）内の語を並べかえて正しい文を書きなさい。

私は 1日おきに部屋を掃除します。

 

私は大学を卒業したら，貿易会社に勤務して，多くの国々を訪問したいです。

 

犬を入浴させる方法を私に教えてくれませんか。

 

私の母は，ジョギングが大好きで，うちの犬をよく公園へ散歩に連れて行きます。

 

Questions & Answers 次のポイントに注意しながら，スクリプトを読みなさい。

敦の父親が朝にすること。

だれが週末の午後に近くの公園でシロとジョギングするか。

敦が 1週間おきに日曜日にすること。

夕方敦がテレビを見るときにシロがすること。

Listening 日本語と Useful Expressions を参考に，空所に語を入れなさい。

　　　　　 　　　　　

　　　　　 　　　　　 

　　　　　 　　　　　 

　　　　　 　　　　　 　　　　　 

みなさん，こんにちは。

僕は敦といいます。

今日はわが家の愛犬，シロについて話そうと思

います。

僕の父は銀行で働いていて，朝シロを散歩に連

れて行きます。

僕の姉直子は大学生で，週末の午後に近くの公

園でシロとジョギングをします。

僕はと言えば， 1 週間おきに日曜日にシロをお

風呂に入れます。

シロは夕方，僕がテレビを見るときにいつもひ

ざの上にすわります。

彼はとてもかわいいです。

家族のみんなが彼のことが大好きです。

Unit

1 My Family’s Dog　わが家の愛犬

（教科書 pp.6 7）

Unit 1　32　Unit 1

AC

※ EXPRESSWAYS はⅠのみの発行となります。
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