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文法の知識に頼らない「瞬間トランスレーション法」という独自の手法をとりいれ、「食」「旅行」「テクノロジー」など

100 種類の話題を収録した、英語実践練習のテキストです。

☆本書の 3 つのポイント☆
1

脱文法だから完全自学自習
教師は範囲を指定し、生徒に予習させ、授業で 10 分間練習させるだけ。説明

は一切いりません。

2

100 トピックだからテーマも豊富
言語活動場面やテーマをコーパスを用いて分析し、100 テーマに厳選。これだ
けマスターすれば、日常会話から国際会議まで英語で困ることはありません。

3

CEFR 準拠で 2020 年入試対策可
2020 年度には、大学入試が 4 技能重視型になります。本書は CEFR の A1 か

（仮称）
や、
ら B1 までに対応しているので、これ 1 冊で高等学校基礎学力テスト

大学入学希望者学力評価テスト
（仮称）だけでなく、BULATS, TEAP, IELTS,

TOEIC, TOEFL などのスピーキングテスト対策が可能です。

瞬トラシステムで脱文法！
回答を付属の下敷きで隠して、日本語を順番に英語にしてみてください。
文法を考えずに英文が作れます。文法の説明は必要ありません。
1 Clothing
衣

1

この練習を繰り返していくことで、自然に英語の語順が身につきます。

Clothing

④私は、人々が本当の私を見ることができると思います。

I think people can see the real me.

衣

⑤もっとフォーマルなものを着る時には、私は自分らしいとは感じません。

When I wear something more formal, I don’t feel like myself.

v 質問しよう

v 練習しよう：❶ 単語ごとに英訳しよう

A1 あなたはファッションに興味がありますか。

❷「 / 」ごとに英訳しよう

Are you interested in fashion?

B1 Would you describe your favorite outfit?

A2 あなたは新しいファッションについてどうやって知りますか。

How do you learn about new fashions?

①私 本当に 好きだ / カジュアルな ファッション。

Would you describe your favorite outfit?

A1 〜 B1 準拠！

②私の 好きな 服装 だ /1 つの 黒い T シャツ

My favorite outfit is / a black t-shirt,
/1 つの ペア の ジーンズ

v 答えよう

/ そして 1 つの ペア の 黒い スニーカー。

/ and a pair of black sneakers.

はい。// いいえ。// はい、あります。// いいえ、ありません。// あまり。

Yes. // No. // Yes, I am. // No, I’m not. // Not so much.

③時 私 着る この 服装

When I wear this outfit,

A2 How do you learn about new fashions?

私はいつもテレビやインターネットを通してファッションについて知り
ます。// 私はよく有名人が着ているものを真似します。

/ 私 感じる リラックスしている

/ I feel relaxed

I usually learn about fashion through TV or the Internet. // I
often imitate what celebrities wear.

1 Clothing

衣

v 覚えよう

/ a pair of jeans

A1 Are you interested in fashion?

B1 Would you describe your favorite outfit?

I really like casual fashion. My favorite outfit is a black t-shirt,
a pair of jeans and a pair of black sneakers. When I wear this
outfit, I feel relaxed and comfortable. I think people can see the
real me. When I wear something more formal, I don’t feel like
myself.

/ そして 快適だ。

/ and comfortable.

B1 Would you describe your favorite outfit?

v 話してみよう

④私 思う / 人々 できる 見る / その 本当の 私。

①私はカジュアルなファッションが本当に好きです。

I think / people can see / the real me.

I really like casual fashion.
②私の好きな服装は、黒の T シャツ、ジーンズに黒のスニーカーです。

⑤時 私 着る / 何か より フォーマル

When I wear / something more formal,

My favorite outfit is a black t-shirt, a pair of jeans and a pair
of black sneakers.

/ 私 ない 感じる / ようだ 自分自身。

③私がこの服装をする時、私はくつろぎと安らぎを感じます。

A1 What is your favorite place to buy clothes?
A2 What kind of clothes do you wear when you feel happy?
B1 How can clothing influence people’s opinions about you?

/ I don’t feel / like myself.

When I wear this outfit, I feel relaxed and comfortable.

覚えてすぐ使える

[1]

I really like / casual fashion.

B1 あなたの好きな服装について話してください。

Culture ◆ 文化

CEFR の
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もう１セット問題を完備！

33

応用問題あるいは、テストとして使えます。

回答例！
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