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talented icons: 才 能 あ るアイコン 的 な 存 在　Japanese idol: 日 本 のアイドル　

appearance, looks: ル ッ ク ス　personal characteristics: 人 の 特 性　Japanese 

annexation of Korea: 日韓併合　compensate: 賠償する　International Law: 国際法
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はじめに

　本書は、平易な英語で身近な話題であるスポーツとアスリートについて学ぶと共に、英
文法の基礎の学び直しを主眼にしたテキストです。

身近な話題のスポーツ
　スポーツは世界中の多くの人達にとって最も身近な話題の一つです。時代、国境は勿
論、人種・民族、宗教・宗派等の差異を越えて多くの老若男女に親しまれています。ま
た、スポーツは、その観衆、ファン等に感動、元気、勇気、希望、夢等を与えます。そし
てスポーツは、メディアを始め家庭、職場、学校、通勤や通学時、社交の場、旅先等でも
話題になります。日本においては 2019年秋、アジアで初めて開催されたラグビーワール
ドカップ時の熱狂ぶりはまだ記憶に新しく、新しいヒーローが誕生しラグビーの理解者や
ファンを増やしました。
　そうしたスポーツとアスリートについて、平易な英語で親しみ、学び、英語学習の一助
にして欲しいという思いから本書を著しました。スポーツといっても多々あり、またス
ターアスリートも多くいます。紙幅の制約上、本書ではアメリカのプロ野球MLB（通称
メジャーリーグ）、アメリカのプロバスケットボール（NBA）等のスポーツと複数の新星
とベテランのアスリートを扱うにとどめました。これだけでもバラエティに富み、学生に
は今まで以上に英語の授業に前向きになってもらえるのでは、と期待しています。

英文法との仲直り
　スポーツをはじめ、何事においても、その基礎が大事であることは論を待ちません。最近、
リメディアル教育という言葉を時々、耳にします。一部の高等教育機関において、既習科目の
基礎の再教育の必要性が高まってきているように感じます。入試制度や高等教育の大衆化等が
その背景にあると思われます。実際、公開されているシラバスからも窺えるように、リメディア
ル教育に取り組んでいる高等教育機関も少なくないのです。英語教育も例外ではありません。
　そこで、このテキストには英文法の基礎の学び直し “Back to Basics” というもう一
つの柱を持たせました。英語の基礎文法の再確認です。英文法と聞くと、「苦手」「もう十
分」「退屈」「嫌い」等と否定的な受け止め方をする人も少なくないでしょう。「（英語は）
話せればいい。文法はいらない。」という意見も時々、耳にします。しかし、会話でも、
相手の考えや発言を正確に理解し、自分の考えを正確に伝えるには、やはり英文法の基礎
は不可欠です。また、日本人は何年も英語を学んでいるにもかかわらず、簡単な英会話も
できないとよく言われます。英語の基礎、英文法の基礎の未習得がその一因とも考えられ
ます。英語の基本文法と仲直りをし、その学び直しをしましょう。

iv

　これらを踏まえ、このテキストには以下のような特徴を持たせています。

　　・半期完結用の全 15ユニットの構成。毎回扱うトピックを独立させ、学生は、毎授
業、新鮮な気持ちで授業に取り組めます。

　　・各ユニットは、バランスの取れた構成で、１ユニットは１演習（90分）で完結。
一応、本文理解に 40分、聴解に 10分、英語の基礎の解説・確認に 20分、
Exerciseに 20分を目安としています。しかし、本文の予習を課し、聴解は割愛す
る等、その時間配分には、工夫の余地があると思います。

　　・本文理解には、その指針となる複数の具体的な質問（Ｑ）と豊富な語（句）等のヒ
ント。辞書で単語を引く手間が省け本文の内容把握がよりスムーズにできるように
配慮しました。

　　・聴解練習は、問題文以外はテキストに記載した選択肢からの解答形式。英検のリス
ニング問題形式を模しました。

　　・ポイントを絞った基礎文法のまとめ。その理解の確認は、簡単な練習問題で行いま
す。英作問題は語順を問う基礎問題と、やや難度を上げて語彙力、文法力、表現・
作文力を問う自由英作の２部構成で英作の苦手な学生と基礎問題で物足りない学生
の両方に対応。そのユニットの基礎文法の習熟度を高める工夫をしました。

　　・ハーフ・タイムや Coffee Break。スポーツ関連の英語の豆知識、扱ったスポーツ
やアスリートに関するエピソードは学生の授業への好奇心を喚起し、その維持と向
上に期待が持てます。

　　・豊富なイラストと写真。視覚面からも理解度と興味を高める工夫をしました。

　こうした特長を持たせた本書が、身近なスポーツという話題を通して、学生の英語への
関心と英語の基礎力アップの一助になれば幸いです。

　最後に、本書の出版に賛同して下さった英宝社社長の佐々木　元氏と、編集、校正段階
で大変お世話になった同社編集部の下村　幸一氏に心から謝意を表します。
　新型コロナウイルス禍の影響で本書の執筆も思うように進まない時期がありました。し
かし、同社のご高配のお陰でなんとか今年、本書も上梓に漕ぎつけることができました。

2020年晩秋　　　　　　　　　　著　者
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　Vocabulary CheckingⅠ　Vocabulary Checking
A群の英単語の日本語訳を B群より選びその記号を［　　］に記入しなさい。
♦ A群
１ charge ［　　］ ２ current ［　　］ ３ retire ［　　］
４ pastime ［　　］ ５ legendary［　　］
♦ B群

a 娯楽　　b 伝説の　　c 現在の　　d（料金を）請求する　　e 引退する

　ReadingⅡ　Reading
☆Before Reading Passage（Q［質問・指針］を念頭に passage［本文］を読んでみましょう）

Q1野球の起源とアメリカでの普及について読み取りましょう。また、ベーブ・ルースとは誰のことですか？

Q2「野球殿堂（博物館）」について読み取りましょう。（いつ創設、何処、展示内容、イチローとの関係等）

Q3今日のMLB（アメリカのプロ野球）の概略－リーグ数、チーム数、ワールドシリーズとは等。

☆Words & Phrases（単語、語句のヒント）
1 originate始まる　　2 soldier兵士　　3 spectators観客　　4 plaques額　　5 inspire～を勇気づける

☆ Passage
　The U.S. does not have a national sport, but baseball is America’s national
pastime. Who invented this popular sport? Its origin is not quite clear. Some believe
that Abner Doubleday invented it in Cooperstown, New York back in 1839. Some
others say that it 1originated in Great Britain much earlier than this.
　There is no doubt that baseball has been quite a popular sport in America. In the
early 1860s, some 2soldiers enjoyed baseball as recreation during the注 1Civil War.
After the war, they helped to spread the sport nationwide after returning to their
hometowns. Some teams in this era started charging 3spectators, which marked the
beginning of professional baseball. Major League Baseball（MLB）, the current
professional baseball organization formed in 1903, is the oldest professional sports
organization in the United States.
　Like other professional sports, baseball has produced some legendary star
players. Babe Ruth, the “Home Run King”, set the lifetime home run record of注 2714

in 1935. Ruth also played as a pitcher. It is fresh on our minds that in 2004 Japanese

1-2

Unit 1　Major League Baseball

�Unit 1

player Ichiro Suzuki of the Seatle Mariners set the MLB single season hitting record
of 262 hits.
　In 1939, the National Baseball Hall of Fame and Museum was created in
Cooperstown. They display the famous star players’ 4plaques, uniforms, gloves and
bats, including Ichiro’s bat. Many baseball fans were greatly shocked to learn Ichiro’
s announcement to retire from his baseball career in 2019 in Japan. No doubt Ichiro’
s great career in MLB has 5inspired other baseball players inside and outside MLB
and will continue to do so.
　Currently, MLB has two leagues the American League and the National League.
There are thirty teams; 29 in America and one in Canada. Each team plays more than
160 games a year and at the end of the season, they hold the World Series, the annual
championship series. As of 2020, the New York Yankees have won the most titles, 27.
注１　the Civil War－南北戦争（1861-1865年）。主に黒人奴隷制の是非を争点に南部（奴隷制

の維持に賛成）と北部（奴隷制反対）に２分裂し戦った戦争。北部が勝利し、黒人はリン
カーン大統領の奴隷解放宣言（1863年 1月）で奴隷から解放された。

注２　現在は 2007年、バリーボンズが樹立した 762本がMLBの記録。

　Listening ComprehensionⅢ　Listening Comprehension
Listen to the CD and choose the correct answer about the passage.　
１　A　in Great Britain

B　It is not clear.
C　Mr. Doubleday did.

２　A　Ichiro’s teammate in the Seatle Mariners
B　He was once a home run king.
C　He is the New York Yankees’manager who retired in 1935.

３　A　Abner Doubleday was born in the city and invented baseball.
B　At the end of the season, they hold the World Series there.
C　The Baseball Hall of Fame was built there in 1939.

４　A　Each MLB team plays 160 games a year.
B　Not all MLB teams are in the U.S.
C　Ichiro’s bat is in the Baseball Hall of Fame and Museum.

Answers　１　　　　　　 　２　　　　　　 　３　　　　　　 　４　　　　　　 
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ハーフタイム

☆野球英語表現の豆知識　👀👀
日　本　語　　　表 /裏 ゴロ ファウル
英　　　語　　　top / bottom grounder ＊foul
　　　＊ a foul play☞野球やソフトボールのファウルと同じ語だが foul playは

①反則 ②犯罪（特に殺人）という意味でも使われる。

　Back to Basics （英文法の基礎）①　be 動詞Ⅳ　Back to Basics （英文法の基礎）①　be 動詞

・ポイント 1☞ be動詞には be（原形）、is、am, are（以上現在形）、was、were（過去形）
と been（過去分詞）がある。主な意味 ➜ 現在形：～です、～である。
過去形：～であった、～でした等。

・ポイント 2 ☞ be動詞が原形（be）で使われるケース☞助動詞の後、命令文等。

例文　It will be rainy tomorrow.（明日は、雨になるでしょう）。/ Be quiet.
（静かにしなさい）。

・ポイント 3☞ 疑問文は、be動詞を主語の前に置く。否定文は、その be動詞の後ろに
notをつける。
例文　疑問文 Are you a student? 否定文He is not（又は isn’t）rich.

You are not（aren’t）sick.
Is he rich? He was not（wasn’t）at the

party yesterday.
Were you tired then? We were not（weren’t）at home

then.

主　　　語 be動詞（現在） be動詞（過去） 例　　　　　　　　文
I am was I am / was a rich man.

You are were You are / were a famous
baseball player.

He, Tom, She, Sue等 is was Tom / She is / was an
English teacher.

It，単数の動物、物等 is was It is a new cell phone / My
cat is cute.

We, You（君達）, They

Tom and Mary等複数
are were We / You / They are / were

happy.

�Unit 1

Exercise 1　次の各英文の（　＊　）に入る適当な be動詞を下の解答欄に記入しなさい。
１My sister（ ＊ ）a college student.
２ I（ ＊ ）happy to meet you.
３ There（ ＊ ）only two hotels in this city ten years ago.
４ I am happy that you and I（ ＊ ）in the same class this year.
５（ ＊ ）you at home last Sunday?
６We are hungry.（ ＊ ）dinner ready?
７Mary,（ ＊ ）you from New York?
８ Two plus three（ ＊ ）five.

Answers
1　　　　2　 　 　　3　　  　　4　　 　 　5　　  　　6　 　 　　7　　  　　8　　  　

Exercise 2　1と 2は［　　］内の語（句）を並べ替え、3～ 5は日本文にあう英文を
各々書いてみましょう。 （注：文頭の文字と句読点は、要適宜対応）

１　ここからそのホテルまでの距離はどれくらい ?
［is, to, far, the hotel, here, it, how, from］?

　➔

２　今朝は曇りだったが今は晴れている。
［was, fine, it, cloudy, now, but, it, this morning, is］

　➔

３　私の叔父は弁護士で、私は高校教員です。
　➔

　４　私の両親は大学教授です。母はアメリカ人でハワイ生まれです。
　➔

　５　「先々週、君が一週間の休暇で京都にいた時、お天気はどうだった？」
　　　「運悪く良くなかったね。ほぼ毎日雨だったよ。」

　➔

●�



�

ハーフタイム
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then.

主　　　語 be動詞（現在） be動詞（過去） 例　　　　　　　　文
I am was I am / was a rich man.

You are were You are / were a famous
baseball player.

He, Tom, She, Sue等 is was Tom / She is / was an
English teacher.
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Coffee Break 1

ヤンキー・スタジアムは、ベーブ・ルースが建てた？

　メジャ－・リーグ名門チームのニューヨーク・ヤンキーズの本拠地である

（旧）ヤンキー・スタジアムは、ニューヨーク市のブロンクス地区にあった。日

本のプロ野球選手の松井秀喜やイチローらが所属していたことで日本でも話題に

なり、野球ファンでなくとも聞いたことはあるのではないだろうか。

　同球場ができたのは 1923 年。近くの既存の野球場でヤンキーズが人気を博

し連日大入りだったことで新球場の必要性が高まり、ヤンキーズのための野球場

を建設することになったという。これほどまでにファンを魅了したのが、1920

年にボストンのレッド・ソックスから移籍した MLB 伝説の人、アメリカン・

ヒーロー、野球の神様の異名をとるベーブ・ルースだった。 The house that 

Babe Ruth built.（ベーブ・ルースが建てた球場）と言われる所以である。（出

典 Brad Herzog。The Sports 100. p.20. Macmillan 他）

　この年、ベーブ・ルースはヤンキー・スタジアム最初のホームランを放ち、

シーズンを 41 本のホームランと 3 割 9 分 3 厘の高打率で終えた。ファンを魅

了し、期待に応える形でシーズンを終えた。

　なお、現ヤンキー・スタジアムは、2009 年に完成したもの。
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