平成３０年１０月
駒澤大学 英語ⅠＢa 金曜日７時間目 法 1 年 半期

１単位

Touring Japan in English. 坂部俊行他。南雲堂。ISBN:978-4-523-17788-3。定価（本
体 2000 円＋税）後期の英語ⅠBb についても使用するので、年間を通して使用する。
補助教材 ホームページの「英語補助教材」よりダウンロードしてください。なお、パスコードは授
業中にお知らせいたします。課題もありますので、同じパスコードでその課題の内容も必ずご確
認下さい。
※テストに関する情報はこのＨＰ以外にも YeStudy でもお知らせ致しますので、特に、テスト前に
このＨＰに記載があってもなくても、YeStudy も確認下さい。YeStudy は担当者がその場更新でき
るため、最新の情報を掲載できます。
後期の３回の課題について
課題１ テーマ：私の三大イベント
提出期限 ２０１８年１０月１２日（金）まで
提出方法

授業終了時に手渡し。メールによる提出は添付ファイルとすること

(ssk2000takashi@yahoo.co.jp と ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方へ CC で送信下さい。
受信が確認できた場合には 3 日以内に受信を確認したリターンメールをしますので、リターン
が無い場合には再度、送信下さい。使用しているサーバーにより稀に受信できていない場合
があります。送信と同時に受信確認メールに気を配って下さい。）
提出用紙 Ａ４サイズを縦にして使用（補助教材の大きさ） １枚（表紙不要）／２枚にならないよう
にする。
書

式

英文のため横書き

（科目名称、曜日時間帯、学籍番号、氏名を上部に記載 日本語でよい）
ＰＣ等による活字プリントアウトしたもの、あるいはハンドライティング 印字は原則、黒。
場合により写真や絵を挿入してもよい。その場合には英文の文字数が極端に少なく
ならないようにして下さい。
活字の場合には 10.5 ポイント又は 12 ポイントを使用し、最低 20 行を目安。なお、ハンド
ライティングの場合にはあまり大きな字とせず、最低 25 行を目安。文字数は多い方
を高く評価する。（鉛筆不可）
タイトルは自分で考えて下さい。
事例１：My Three Events
事例２：My Three Events This Year
以下の内容を必ず含むこと。（課題 1～課題 3 共通）

① これまでの自分にとって重要な３大イベントについて。また、1 年のうちこだわっ
ている３つのイベントについて。
② 単なる紹介、説明にならないこと。
③ 自分自身のこだわりを盛り込むこと。
④ 英文の文章をコピペしないこと。参考にするのはよい。
⑤ 文章だけでなく、写真等を使用してもよい。あまり大きくすると、文章が少なくな
るので、工夫して下さい。
課題２ テーマ：私の好きな３つの●●
提出期限 ２０１８１１月９日（金）まで
提出方法

授業終了時に手渡し。メールによる提出は添付ファイルとすること

(ssk2000takashi@yahoo.co.jp と ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方へ CC で送信下さい。
受信が確認できた場合には 3 日以内に受信を確認したリターンメールをしますので、リターン
が無い場合には再度、送信下さい。使用しているサーバーにより稀に受信できていない場合
があります。送信と同時に受信確認メールに気を配って下さい。）
提出用紙 Ａ４サイズを縦にして使用（補助教材の大きさ） １枚（表紙不要）／２枚にならないよう
にする。
書

式

英文のため横書き

（科目名称、曜日時間帯、学籍番号、氏名を上部に記載 日本語でよい）
ＰＣ等による活字プリントアウトしたもの、あるいはハンドライティング 印字は原則、黒。
場合により写真や絵を挿入してもよい。その場合には英文の文字数が極端に少なく
ならないようにして下さい。
活字の場合には 10.5 ポイント又は 12 ポイントを使用し、最低 20 行を目安。なお、ハンド
ライティングの場合にはあまり大きな字とせず、最低 25 行を目安。文字数は多い方
を高く評価する。
タイトルは自分で考えて下さい。
例：私の好きな３つのテーマパーク My Three Favorite Theme Parks
私の好きな日本の三大アニメ My Three Favorite Anime in Japan
私の好きな 3 大映画 My Three Favorite Movies
課題３ テーマ：

人生の岐路になる３つのターニングポイント

提出期限 ２０１８年１１月３０日（金）まで
提出方法

授業終了時に手渡し。メールによる提出は添付ファイルとすること

(ssk2000takashi@yahoo.co.jp と ssk2000@komazawa-u.ac.jp の両方へ CC で送信下さい。
受信が確認できた場合には 3 日以内に受信を確認したリターンメールをしますので、リターン

が無い場合には再度、送信下さい。使用しているサーバーにより稀に受信できていない場合
があります。送信と同時に受信確認メールに気を配って下さい。）
提出用紙 Ａ４サイズを縦にして使用（補助教材の大きさ） １枚（表紙不要）／２枚にならないよう
にする。
書

式

英文のため横書き

（科目名称、曜日時間帯、学籍番号、氏名を上部に記載 日本語でよい）
ＰＣ等による活字プリントアウトしたもの、あるいはハンドライティング 印字は原則、黒。
場合により写真や絵を挿入してもよい。その場合には英文の文字数が極端に少なく
ならないようにして下さい。
活字の場合には 10.5 ポイント又は 12 ポイントを使用し、最低 20 行を目安。なお、ハンド
ライティングの場合にはあまり大きな字とせず、最低 25 行を目安。文字数は多い方
を高く評価する。（鉛筆不可）
タイトルは自分で考えて下さい。
事例１：My Three Turning Points in My Life
事例２：My Three Directions in My Life
○遅延提出は評価が下がります。提出がない場合には評価なしで全体の評価の一部に組み入
れらます。レポ―トの評価Ｆと未提出とでは意味が異なります。

教科書 Touring Japan in English 解答及び解説
Ｔｏｕｒｉｎｇ Ｊａｐａｎ in English
Ｃｈａｐｔｅｒ ６
解説と本文訳及び解答
Chapter 1 三大陶器（茶陶）
楽焼、萩焼、唐津焼
Fill in the blanks
1 so
2 like
3 after
4 probably
pottery

陶器

nevertheless

しかし、それにもかかわらず

identify as ～だと見極める
ware 器、陶器
日本では色々な種類の陶器が作られている。だから三つを選ぶとなるとむずかしい（至難の業）
である。
それにもかかわず､三大陶器として次のものがよく取り上げられる。楽焼､萩焼､それに唐津焼で
ある。
characterize 特徴がある
mould (mold) 成形する
spatula へら
potter’s wheel ろくろ
deform 変形する
pottery 焼き物
楽焼は、ろくろを使わずに、手とへラだけで成形するという特徴がある。
楽焼は天正時代（１５７３－１５９２）に京都で作られ始めた。
楽焼が他の焼き物と異なる点は厚みがあることと、その形が変形しているあるいは、均一性がな
いことである。
name after ～にちなんで名づける
warloｒｄ 武将
feature 特徴
due to ～の結果、によって
contact with～触れる、つながる
萩焼は山口県萩市にちなんで命名されている。
16 世紀後半、地元の武将が韓国から 2 名の陶工を連れてきた。
これが萩焼生産のはじまりである。
萩焼の特徴の一つは、茶や酒に触れることで、時間をかけてその色が変化することにある。
in and around

～の周辺

唐津焼は佐賀県の唐津地方の周辺で作られている。
唐津焼の典型的な特徴はその強度と簡素なデザインにある。
唐津焼を作るために用いられた技術は、おそらく 16 世紀後半韓国から日本にもたらされた。

True or False
1 F
2 T
3 F
4 F
Passage Listening: Raku Ware
1 It began in Kyoto
It was used for the tea ceremony.
Passage Listening: Hagi Ware
1 It is known for its translucent white glaze and simple forms.
It is clay with a pinkish orange color.
Passage Listening: Katsura Ware
1 It contains iron.
2 It was originally made for daily use.
Conversation Listening
1 She had three homework assignments.
2 Takashi’s father went there.
Conversation Listening
3 Yes, she did.
4 He said curiosity is Important.
Vocabulary
glaze 上塗りをかける
kiln

かま、炉

earthenware
ash

陶器

灰

refine 精錬する
disciple
aesthetic

弟子・門弟
上品な

firing

焼成

vase

花瓶

clay

粘土

１ 京都府

宇治茶

２ 静岡県

静岡茶

３ 埼玉県

狭山茶

Chapter 7 三大夜景
函館山
麻耶山
稲佐山
1 taking
2 compared
3 of
4 also
spectacular 壮観な
viewer 景色を見る人
Tsugaru Straits 津軽海峡
compare to
Naples

～に匹敵する

ナポリ

日本や世界中にはたくさんの壮観な夜景がある。
日本の三大夜景のひとつは函館にある函館山からの景色である。
山の頂上までロープウェイに乗った後、観光客は下に函館の町全体の明かりと津軽海峡を見る
ことができる。
この夜景は香港やナポリの夜景に匹敵すると思う人もいる。
the one = the view
downtown 「下町」ではなく「繁華街」とか「中心街」といった意味。
Glittering Path キラキラ小径」
glow-in-the-dark material 暗闇で輝く素材
glow-in-the-material that shines attractively at night 夜に美しく輝く蛍光材
山の展望台から眺めると、下に大阪湾や神戸の中心部が見渡せる。
二つ目の有名な夜景は神戸の摩耶山から見る夜景である。
「きらきら小径」と呼ばれる歩道が夜景スポットに導いてくれる。（つながっている）

この歩道は、夜には美しく輝く蛍光材でつくられている。
harbor 港
fireworks 花火
fireworks displays 花火の打ち上げ
三番目の人気の夜景は稲佐山から見られる。稲佐山は九州の長崎県にある。
山頂へはロープウェイで登ることができ、下の方に輝いている長崎市の素晴らしい光を見ること
ができる。
また、長崎港や時々、港の上にあがる打ち上げ花火を見ることができる。
True of False
1

F 内容的にあいまいなのでここは問題として不適当

2

T

3

T

4

F

Passage Listening: Hakodate
1 Its other name is Gagyuzan.
2 You should avoid visiting from the endo of spring to the beginning of summer.
Passage Listening: Mayasan
1 It is 702 meters high.
2 Maya was Buddha’s mother.
Passage Listening: Inasayama
1 It is located in Nagasaki Prefecture.
2 The Amakusa area, Mount Unzen and the Goto Islands can be seen.
Conversation Listening
1

She visits three cities.

2

He went to Nagasaki two years ago.

3

Yes, he did.

4

She will visit Kobe.

Vocabulary
cityscape 都市の景観

floodlight 照明灯
panoramic view 全景
seasonal

季節的な

vista 展望
Vocabulary
bird’s-eye view 鳥瞰的景色
must-see 必見
observatory 展望台
harbor

港

ropeway ロープウェイ
１ 福岡県

皿倉山

２ 奈良県

若草山

３ 山梨県

笛吹川フルーツ公園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補助教材 解答及び解説
次の使い方の違いの例文を出して説明して下さい。使い方の違いを説明して下さい。
068 appointment と reservation ( book )
人に会うや約束場合には appointment
宿泊施設や座席などの場合には reservation, book
069 stop＋～ing と stop+to 不定詞
・I stop smoking. 私は煙草を吸うことをやめる。（私は禁煙する）
・I stop to smoke. 私は煙草を吸うために、立ち止まる。
070 a picture of his と a picture of him
以下の 2 文は具体的にどのように異なるのか？
・This is a picture of his.
これは彼が持っている写真の一枚です。
・This is a picture of him.
これは彼が写っている写真です。

日本語で曖昧だが、英語にすると別の表現になるものを示すので、英語に直して下さい。
071 卵（鳥の場合と魚卵の場合）
egg

roe (spawn 産んだ卵)

072 亀（陸亀と海亀）
tortoise turtle
073 旗（四角状のものと三角状のもの）
flag

penannt

074 飲む（液体を飲む［飲み物を飲む］、と薬を飲む）
drink

take

和製英語は実際には通じませんので、本来の英語での表現は何か、確認してみましょう。
075 アルバイト part-time job
076 電子レンジ micro wave
077 コンビニ

convenience store

078 ジェットコースター roller coaster
079 バックミラー rearview mirror

