
英語教育センター(ACE)の教材室には、多読の本
が約350冊あります。多様なジャンルがあり、自
分の好みに合った本を見つけることができます。
さらに、ゲームのように楽しめる本など種類もい
ろいろ。また、本には英語のレベルが一目で分か
るように色分けされたシールを貼っています。ぜ
ひ一度、教材室まで見に来てくださいね！

多 読 に は 簡 単 な ル ー ル が あ り ま す 。

多 読 本 の 種 類

多読は・・・
①辞書は使わない！
②分からないところは
飛ばす！

③合わなければやめる！

Extensive Reading（多読）をご存知ですか？

多読とは、文字通り英語をたくさん読むことです。英語のレベルに
関係なく誰でも簡単に始めることができ、読むだけでこんなメリッ
トがあります。

〈多読のメリット〉

・英文に慣れてくるため読むスピードが上がる

・日本語に直さなくても英語を英語のまま理解できるようになる

・楽しみながら英語に触れることができる

EXTENSIVE READING #1

・公式TOEIC問題集 #5・#6
・TOEICスコア別攻略
・英検ランク順 英単語 各級
・2020年度版 英検過去問題集

※初めて本を借りる学生は学生証が必要です

読むための３原則 【教材室】本入荷のお知らせ

コミックタイプ

ゲームタイプムービーストーリー

Activity Center for English



ここはgave a little screamに注目です。これは「あっと叫んだ」という意味。
gaveが使われているのが面白いですね。screamには動詞で「叫ぶ」という意
味があるのに、わざわざ名詞として用い、それをgiveの目的語にしているの
が 気になりませんか。

これは軽動詞構文と呼ばれるもので、動作をあえて名詞にすることで修飾語
(今回はa little)をつけて様々な表現のバリエーションを可能するものです・・・と
いうと難しそうな構文に見えるかもしれませんが、中学校で習うようなtake a 
look atなどもこれの仲間。動詞としてlook atというよりも、軽動詞構文にしたほ
うが、take a brief look at (ちらっとみる)など、より詳細な描写をしやすくなりま
す（もちろん動詞に副詞をつけて同じような意味を表すこともできますが、細か
な違いについてはここでは割愛します）。

ちょっと ページをめくってみるだけで、勉強になる項目がたくさんでてきます
よ！面白いものをみつけたらぜひ教えてくださいね。楽しみながら英語の力を
つけていきましょう！

ハロウィーンの季節がやってきましたね！さて、今回は
多読本を１冊紹介します。

ハロウィーンに関連して（？）お化け関連のものはいか
がでしょうか。Troll and Other Stories（Sarah Walker, 
2012, Oxford University Press）という本で、短いス
トーリーが複数収録されているので読み切るのもそれ
ほど難しくないかもしれません。

Troll and Other Stories

英語教育センターではArao先生によるイベントもありますのでぜひ参加
してみませんか ？ →詳細はこちら

EXTENSIVE READING #2
Activity Center for English

PICK UP WORDS!
👉👉 Alice gave a little scream. (p. 26)

Halloween 特別号

使われている文法や表現も、基礎的かつとても重要なものがもりだくさん。一つだ
け紹介してみます。

https://www.osaka-ohtani.ac.jp/facilities/ace/files/halloween2020.pdf


今回はMarley & Me (John Grogan, 2012, Pearson 
Education)を紹介します。

若い夫婦のJohnとJennyは子犬を飼い、 Marleyと
名付けます。Marleyはだんだんと大きくなって、わが
ままになり、言うことを聞きません。それでも――
さあ、やっぱり続きは読んでのお楽しみです。英語は
全体的に読みやすく、それほど難しい単語も含まれて
いません。基本的な単語でここまで物語を表現できる
のか！と驚くかもしれませんね。そんな作品からポイ
ントを２つ紹介します。

EXTENSIVE READING #3
Activity Center for English

“Are you telling us that we have to leave the class?”
I said. (p. 11)

一見なんでもない、簡単な文に見えますがきちんと解釈できるでしょう
か。Are you telling us…?は「…と私たちに言っているの？」と意味で、
相手の言ったことの意味を再確認したり、相手の発言について不満を示し
たりするときに使われます。tellは進行形でつかうと相手に何かをするよ
うに促すようなニュアンスをもつことにも注目。類例として、I’m telling 
you…(いいかい、言っておくけど…、…だって言っているんだからね)が
あります。これはTaylor SwiftのWe Are Never Ever Getting Back 
Togetherという曲にも出てきます。ぜひ聴いてみましょう。
ちょっと脱線しました。元に戻って、次はhave toです。これもいろいろ

な使い方をする表現ですが、ここでは「―せざるを得ない」という意味で
す。「状況からして仕方なく・・・」というニュアンスがあります。した
がって、過去をふりかえって「仕方がなかったんだ、そうするしかなかっ
たんだ」というときは、I had to.と言ったりします。意外とさっと言えな
い表現かも？

たった一文でも学べるポイントはたくさんありますね！



APOLLO 13はノンフィクション、Lost 
Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13
を原作とした映画です。史上三度目の月面
着陸を目指して1970年4月11日に打ち上げ
られたアポロ13号。月まであともう少しと
いうところで起こった酸素タンクの爆発事
故。急いで地球へ帰還しなければならない。
絶望的な状況の中で生還を目指します。そ
のストーリーを平易な英語で読むことがで
きる本です。
今回紹介するのは次の英文。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Activity Center for English

#4

ここでは、listen forに注目してください。listen という単語をみると
なんとなく反射的に後ろに to をつけたくなりませんか？もちろんそれ
でいいのですが、listen はいつも to が一緒とは限らないことを知って
おきたいですね。listen for は「〜を聞こうと耳を澄ます」という意味。
ここでの for は「〜を探して、〜を求めて」の意味。wait for 「〜を待
つ」や look for 「〜を探す」で使われるのと同じ用法です。

ぜひ映画の方も見てみましょう！生還シーンのセリフ、 “Hello 
Houston, this is Odyssey. It's good to see you again.” は何回みても涙
が止まりません。

They listened for the sound of 

an airplane. (p. 36)



#5
今回はSir Arthur Conan DoyleのSherlock Holmes and the 
Duke’s Son (Retold by Jennifer Bassett, 2008, Oxford 
University Press) を紹介します。
ハックステーブル公爵はイングランドの北部で学校をひらいて
います。そこに、Duke of Holdernesse の息子、Arthurが入って
くる。しかしある日突然、Arthurは自分の部屋から忽然と姿を
消します。HolmesとWatsonは事件の解決にのりだし――

‘That,’ said Holmes, ‘is a most interesting offer.’ (p. 4)

せっかくのミステリーなので、ネタバレはできません（「ネタ
バレ注意」は英語では spoiler alert）。
さあ、続きは読んでからのお楽しみ！
今回は以下の文を学びましょう。

said Holmes (ホームズは言った)が挿入されています。そこをとって考えると、
That is a most interesting offer.’ です。さて、ではこの英文はどういう意味でしょうか？
「それはもっとも興味深いオファーだ」という意味……ではありません。副詞として使う
most にはみなさんがよく知っているように「もっとも〜」という意味がありますが、じつ
はそれだけではありません。今回のように「a most 形容詞」の形で使われた場合、most は
「とても」という意味です。この用法は、Conan Doyleの別の作品、The Adventure of the 
Copper Beeches の映画版にも台詞として出てきます。よく気をつけているとけっこういろ
んなところで見かけますよ！

教材室に教材が入荷しました!
 公式TOEIC L&R リスニング編

 公式TOEIC L&R リーディング編

 TOEIC壁越えトレーニング Pt1-4

 TOEIC壁越えトレーニング Pt5-6

 TOEIC壁越えトレーニング Pt7

 英検ライティング大特訓（各級）

Activity Center for English CHRISTMAS 特別号

CHRISTMAS EVENT
12/22（火）5限（ 16:50~ ）
今年はオンラインで実施します！
参加希望者はメールしてね

eikyou-center@osaka-ohtani.ac.jp

mailto:eikyou-center@osaka-ohtani.ac.jp


‘This key has to open something,’ she thought. (p.3)

Activity Center for English

今回紹介するのはこの英文。アリスはうさぎを追ってトンネル
に入り、その先にあった穴に落ちてしまいます。穴の中にはテー
ブルがあり、そこでアリスは鍵を見つける。クオーテーションの
部分は「この鍵で何かが開くに違いない」という意味です。has
to [have to]の意味としてはやはり「〜しなければならない」が代
表的だと思いますが、この表現はそれだけでなく、「〜に違いな
い」という推量の意味ももちます。
平易に書き換えられた英文を読むときは、表現上の見た目が簡

単なので、もしかすると、このような学びのポイントに気づきに
くいことがあるかもしれません。たくさんの本をどんどん読み進
めつつも、たまに立ち止まって「これはどういう意味なんだろ
う」とゆっくり考えてみるのもオススメですよ！

Lewis Carrollを知っていますか？ピンとこ
なくても彼の著作、『不思議の国のアリス』
はなじみがある人が多いのではないでしょう
か。子どものときに絵本などで読んだことが
あるものを英語で読み返してみるのもいいか
もしれません。原題は Alice in Wonderland
です。じつはこの作品、原書の英語が非常に
難しいのです。ことばあそびをふくむ様々な
修辞が凝らされており、読み解くのは容易で
はありません。まずは今回紹介するやさしく
書かれたヴァージョンを読んでみると良いで
しょう。

教材室（志学館5F)では

「夏休み」長期貸出しを行っています

#6



Activity Center for English

ここのYou can’tは「あなたは〜してはいけない」という意味で、「禁止」を
表します。can’t自体は「〜することはできない」という「不可能」の意味が
基本ですが、「不可能」であるということを相手に言い聞かせて「禁止」の意
味を伝えます。ドラマや映画などでも頻繁に耳にする日常的な表現です。ぜひ
知っておきましょう！

はやいものでもう２月。寒い日々が続きます
ね。素敵な物語を読んで心から温まりません
か？今回紹介するのは、A Kitchen Love Story
です。シングルマザーのJanineにはシェフにな
るという夢がありました。それは叶わない夢、
と諦めかけますが、ある男性との出会いによっ
て—

今回はそんな物語の一場面から表現を紹介し
ます。ある日Janineは上司にこう諭されます。

#7

“You can’t do that, Janine. You can’t just shout at customers 
that way.”    (p. 7)

英語教育センター（ACE）
教材室 志学館5Ｆ

他にもこんなラブストーリーがあります。

教材室には、いろいろなジャンルのExtensive Reading本
（多読本）があります。また、英語検定（TOEIC・英検）
の参考書も多数揃っていて、閲覧・貸出しが可能です。



Activity Center for English

まずは、Chapter 3 の中にある Hit the Floor ! から。イング
ランド在住の若い夫婦ははじめてアメリカのニューヨークに
旅行に行くことにしました。夫はニューヨークを危険だと警
戒しています。妻は用心すれば大丈夫、と励まします。

So they arrived in New York early in the evening and found a hotel. 
(p. 24)
全体としての意味は簡単にわかりますが、この So が解釈できるでしょうか。so とい
えば、「だから」という意味や、「そう、そのように」という意味がおなじみでしょ
う。あとは「とても」という意味もありますね。ここの So はどの意味でもなく、
「そうして、そんなこんなで」を表します。直前で説明された経緯をうけて、物語を
前に展開する役割があります。

もう一つ、同じくChapter 3 の Beer Today, Gone Tomorrow から。John には入院
している祖父がいます。ある日、祖父は John にビールを持ってきてくれるように頼
みます。John は戸惑いながらも、祖父に応じます。

So the next day John went back to the hospital with some bottles of 
beer in a bag and gave it to his grandfather. (p. 33)

この英文の So は「だから」の意味です。さて、ここで問題です。John は祖父にビー
ルをどのようにして渡したのでしょうか。状況が頭の中に浮かびますか。ビールのボ
トルを一本ずつ出しながら渡してあげたのではありません。gave の目的語である it 
に注目しましょう。it は原則単数の名詞に対応するので some bottles of beer を直接
指すことはできません。では単数の名詞は他になにがあるかというと、a bag ですね。
ビールのボトルを袋ごとまとめて渡したのです。なんでもないような代名詞でも、何
を指しているかを基本に忠実に考えていくことは、読解の上でとても大切です。

2020年度はこれが最終号となります。第1回から様々なジャンルのExtensive Reading本
を紹介してきましたが、易しい印象を受ける英単語やフレーズにも普段とは違う意味があ
りましたね。皆さんはいかがでしたか？それらを知ることでストーリーがより一層深く理
解でき面白くなるのではないでしょうか。英語教育センター教材室には、他にもたくさん
のExtensive Readingの本がレベル別に揃っています。お気に入りの本がきっと見つかりま
すよ。ぜひ足を運んでくださいね。
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