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“

英文ライティングでは、あるトピックが与えられ、その
もとで自分の主張を述べたり、具体例をあげたり、賛否
の議論を展開するのが一般的です。
この PART 1 では、そうしたトピックの中から、頻出す
るもの、今後出題が増えそうなものを選び、そのトピッ
クを論じるのに必要と思われる語彙や表現を分類整理し
て、
「そのまま使えて応用できる」句ないし文の形で掲
載しました。
それに加えて、そのトピックで英文を書くのに欠かせな

コラム …… 50, 53, 73, 110, 150, 184, 206, 224

More Words! …… 17, 123, 148, 152

い必須語彙は“Basic Vocabulary”として、まとめて
各トピックの冒頭に載せるとともに、ディベート的なト
ピックでは、
“Pros & Cons”として賛成意見と反対意見
を述べる表現を分けて収録し、そのまま自由英作文のネ
タ集としても使えるように工夫しました。
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PART 1

1 教育 （1）オンライン授業

トピック別フレーズ

1 教育

（1）オンライン授業

' 交通費がかからない。➲ There are no transportation costs.

1 オンライン授業

' 自分のペース（とスケジュール）で勉強できる。
➲ You can study at your own pace (and on your own schedule).

オンライン学習 online learning; e-learning;

distance learning; remote learning
対面授業 face-to-face lessons [classes]
' オンライン授業を受ける
➲ take online lessons（▶この online は形容詞。online を副詞で使って take lessons
online とも言える）

' オンラインで授業を行う

➲

' リモートで授業に出席する
' 対面授業の利点

➲

' 通学する必要がない。
➲ You do not need to commute to and from school.

conduct classes online
➲

attend classes remotely

the advantages of face-to-face classes

' 対面授業が再開するまで
➲ until face-to-face classes resume [start again]（▶動詞 resume/rɪzúːm/
は「再開する」）

'（他の）生徒とやりとりする

➲

' 課題をオンラインで提出する

interact with (other) students

➲

submit the assignments online

' 教育格差を是正する
➲ reduce [end] educational inequality / close [reduce] the gap
in educational opportunity（▶ close the gap は「 格 差 を 縮 め る 」の 意 味。
opportunity（機会）は r を落として書きやすいので注意）

' 移動時間が節約できる。➲ You can save your traveling time.
' スケジュールの融通がより利く。
➲ You have more [greater] flexibility in your schedule.
' ウ イ ル ス をうつしたりもらったりする心配がない。
➲ There is no fear of spreading or catching the virus.

7 オンライン授業反対
' 自分のスケジュールを管理する必要がある 。
➲ You need to control [manage] your own schedule.
' 時間を上手に管理できる能力が必要だ。
➲ You must have good time-management skills.
' 自分の学習により責任を持つ必要がある。
➲ You should be more responsible for your own learning.
' 孤独を感じるかもしれない。➲ You may feel isolated.
'（教師が）各生徒の学習状況を把握しづらい。
➲ It is hard (for teachers) to monitor each student’s learning
progress.（▶ progress は「進捗状況；経過」の意味）
' 励ましてくれる［その場で質問に答えてくれる］先生がそばに必要だ。
➲ You need a teacher beside you to encourage you [answer
your questions on the spot].（▶ on the spot は「その場で」）
' 家だとなまけがちになる。➲ You tend to be lazy at home.

6 オンライン授業賛成
' ネットにつながるコンピュータだけあればよい。
➲ All you need is a computer with internet access.
' どこに住んでいてもオンラインで授業が受けられる。
➲ You can take lessons online no matter where you live.

12

' 家には気が散るものがたくさんある。
➲ There are many distractions at home.
' 生徒の成績が正確かつ公平に評価されていない心配がある。
➲ There is concern that students are not graded accurately and
fairly.
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PART 1

2 教育 （2）デジタル教科書、電子機器利用

トピック別フレーズ

' 画面を見続けると目が疲れる。
➲ If you keep looking at the screen [display], your eyes get tired.
' 自宅にまだ WiFi 環境がない人はたくさんいる。
➲ There are many people who still don’t have Wi-Fi (access)
[internet access] at home.
' すべての科目がオンラインで利用できるわけではない。
➲ Not all subjects are available online.
' 実験室での実習が必要なコースもある。
➲ Some courses require practical training in laboratories.

2 教育

（2）デジタル教科書、電子機器利用

1 デジタル教科書
デジタル教科書
電子教科書

digital textbooks
e-textbooks

' デジタル教科書を導入する

➲

introduce digital textbooks

' デジタル教科書の普及を加速させる
➲ accelerate the spread of digital textbooks
' 大事だと思った部分に下線を引く
➲ underline the parts (that) you think are important

6 デジタル教科書賛成
' デジタル教科書は持ち運びが楽だ。
➲ Digital textbooks are easy to carry.（▶「紙の教科書」と比較して「デ
ジタル教科書の方が」などと論ずる場合は、easy を比較級 easier にすればよ

い。以下も同じ）

' デジタル教科書は（紙の教科書と比べて）修正や改訂が簡単だ。
➲ Digital textbooks are easier to update and revise (than paper
textbooks).
' デジタル教科書は環境にやさしい。
➲ Digital textbooks are eco-friendly.（▶比較級は eco-friendlier）
' デジタル教科書は音声・動画コンテンツがあり、理解を助ける。
➲ Digital textbooks have audio and video content, which helps
your understanding.
' 1 つのデバイス上に何百冊もの教科書を入れられる。
➲ One device can contain hundreds of textbooks.
' 特定のページに簡単に飛べる。
➲ You can quickly jump to a specific page.
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