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Crown English Communication I, pp. 62–63. 
 

Lesson 5 

Food Bank 

 

Food banks collect surplus food from companies, supermarkets, 

and farmers and give it to people who need (1)help. Charles E. 

McJilton started the first food bank in Japan, Second Harvest 

Japan (2HJ). 
 

－1 

In 1991 I was a university exchange student 

living in a part of Tokyo where there were many   

day laborers.  When the economy went down, they 

could not find (2)jobs.  I often saw them sleeping on 

the streets. Their lives were not easy.  Many men 

became alcoholics.  Stopping drinking is not easy, 

but people can change their lives; it is never too   

late. 

(3)Several years later, I decided to make a self- 

help center.  Without the right “tools” (an address,  

a phone number, a place to store things and take a 

bath), it is hard to get off the streets.  This center 

would give people the “tools” to help themselves.  

However, by 1997 I had found that there was 

something missing inside of me.  I had a lot of  

“head (4)knowledge” about homelessness, but lacked 

“heart knowledge.” 
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Lesson 5—Section 1 

(1) help  1, pp. 911–12. 

 

・ コミュニケーションには欠かせない基本

的な語であり，会話や作文で使える情報を

辞書で調べさせたい。まずはの記号から

不可算名詞であることをチェックさせ，第

2 用例の some help に冠詞がないことや，

help が複数形になっていないことを確認

させる。 

・ 二重山形かっこを使って，help とよく

一緒に使われる前置詞が示されているの

で，これを確認させる。第 2 用例には…

についてのを表す with が，第 6 用例には

人からのを表す from の例が挙がってい

るので，注意させる。 

・ 第 1 用例の会話頻出フレーズ(Thank you 

for your help.)や，太字用例のコロケーシ

ョンに触れておくと，コミュニケーション

に役立つ表現をチェックさせることがで

きる。 

 

(2) job  1, p. 1039. 

 

・ 教科書本文で次ページにある work と同じ

く「仕事，職」の意味だが，work は不可算

名詞であるのに対し，job は可算名詞であ

ることをの記号があることから確認さ

せる。教科書本文では jobs と複数形になっ

ていることもチェックさせる。 

・ には，注意すべき用法に関する注記があ

る。ここでは job が日常語であることや，

ほかの類義語(occupation など)との違いが

解説してあるので参照させる。 

・ 教科書本文と同じ find を使った第 1 用例

をはじめ，太字用例はいずれも job を使っ

た表現としてよく使われるものであり，チ

ェックさせておきたい。 
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(3) several  1, p. 1716. 

 

・ 「いくつかの」という意味をチェックする

だけでなく，具体的にはどのくらいの数を

指すのかを調べさせる。の解説やか

ら，3 から 6 程度の数であることがわかる。 

 

(4) knowledge  1, p. 1071. 

 

・ have (...) knowledgeという文型表示か

ら，教科書本文の have a lot of ... knowl- 

edge が「…の知識が豊富である」という意

味になることを確認させる。 

・ コーパスの窓の(1)(2)には knowledgeの可算・

不可算用法についての説明がある。一般的

に，不可算名詞であっても，具体的な場面

が想定されやすい場合には可算になるこ

とがあるので注意させる。 

・ の解説に注目させ，教科書本文のよう

に知識の量(ここでは a lot of )を表す際に用

いる表現として，have … knowledge が使

われていることに触れるのもよい。 
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Crown English Communication I, p. 64. 

 
－2 

From January 1997 until April 1998, I lived 

along the Sumida River in a (1)cardboard house.   

This experience changed me.  I saw the world with 

the  eyes  of  a  homeless  person.   I  experienced 

homelessness and saw hungry people every day.    

To my surprise, my (2)neighbors did not lose hope.  

They helped me in many different ways.  Many did 

some kind of work, such as collecting cans.  I kept 

working in a Japanese company (3)without telling   

my co-workers where I lived.  Every day I could   

see that people are people; it doesn’t (4)matter if   

they work in a company or live on the streets. 
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Lesson 5—Section 2 

(1) cardboard , p. 290.

 

・ 生活語彙として意味を確認させる。教科書

本文の cardboard house から複合名詞と

捉えて，名詞の「段ボール」に導くとよい。

ただし，cardboard には形容詞用法もあり，

houseを修飾する形容詞として捉えること

も可能。 

 

(2) neighbor , p. 1281.

 

・ 見出し語の横に，「英-･bour」とイギリス

英語式の綴りが記されているので注意さ

せる。辞書にはその語句が使われる場所・

場面(使用域)が二重丸かっこ  を使って

示されていることに触れておきたい。 

・ そのすぐ下に(語頭neigh-の ghは発音し

ない)と，間違いやすい発音についての注意

が記されているのでチェックさせる。 

 

(3) without  2a, p. 2178. 

 

・ without doingという文型表示から 2a
に導く。「…しないで」という意味になる場

合，動詞が動名詞になることを第 1用例や，

教科書本文と同じ telling を使った第 2 用

例で確認させる。 

 

 

(4) matter  1a, p. 1188. 

 

・ it matters (to A) if [whether] ... (or 

not)という文型表記にまず注意を促し，

教科書本文では否定文になっているの 

で「…ということは重要ではない」という 

意味になることを確認させる。さらに，if 

[whether]の角かっこ[  ]は言い換え可能

(if と whether のどちらでもよい)を表して

いることにも触れられるとよい。 

・ 続いて，この文型表示のうち，丸かっこ(  )

で囲った部分は省略可能な要素を示して

いることに触れ，教科書本文では「to A (A

〈人〉にとって)」の部分がないことをチェ

ックさせる。加えて，教科書では it doesn’t 

matter if ... or not ではなく，it doesn’t 

matter if (they work in a company) or 

(live on the streets)と，対等の要素を or で

つないであり，「会社で働いていようと路

上生活をしていようと，そんなことは問題

ではないのです」という意味になっている

ことを確認させる。 

・ 単独で，あるいは about を伴って会話で用

いられる it doesn’t matter (大したことで

はありません)がに出ているので触れ

ておくとよい。  
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Crown English Communication I, p. 65. 

 

The government reports that more than 15 

percent of Japanese people live below the relative 

poverty line.  For the elderly this number is more 

than 20 percent.  (1)Approximately 2.3 million people 

in Japan do not have enough safe, nutritious food 

each day.  I remember a time (2)when we received  

a call from a single mother who had two small 

children.  That day she had to ask the older child to 

give up a meal so that the smaller one could eat.  

Such things happen every day, even in Japan.
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(1) approximately , p. 96.

 

・ 略号(approx.)についての情報が，訳語に続

いて略というロゴで示されているので注

意させる。 

・ 「おおよそ，ほぼ，約」という意味なので，

生徒の知っているaboutとの違いを意識さ

せたい。(→about)という参照指示か

ら，about の副詞にあるコラム(p. 7)を

チェックさせて，about より正確な値を示

すことや，主に書という使用域表示から，

書き言葉でよく用いられることを確認さ

せる。 

 

 

(2) when  2, pp. 2147–48.

 

・ サインポスト(隅付角かっこ で表示)の 

関係副詞を参照させ，その機能を確認さ

せる。その後，先行詞としては教科書本文

の time に加えて，day もよく用いられる

ことを用例から発見させる。 

・ 第 1, 第 3 用例には前置詞＋which を用い

た言い換えが(≒)の記号に続いて示されて

いるので確認させる。前置詞＋which を用

いた表現は，二重丸括弧で囲ってかたく

と示されているので，かたい表現であるこ

とに注意させる。 
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Crown English Communication I, p. 66. 

 
－3 

The first food bank started in the U.S. in 1967.  

In Japan, we started our activities in 2000 and 

became an NPO called Second Harvest Japan in 

March 2002.  Our name comes from the (1)idea of 

“harvesting” surplus food. 

We not only give food to people who need it,   

but we also help companies save money.  In 2010,  

we “harvested” over 500 million yen (2)worth of food. 
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Lesson 5—Section 3 

(1) idea  1b, p. 962.

 

・ the idea of A/doingという文型表示か

ら，1bの「A[…する]という考え」に導く。

その上で，A ないしは doing が，idea の中

身を表す同格関係にあることを確認させ

る。of が同格を表すことはにも記されて

いるので注目させる。the を伴うことにも

注意を向けさせたい。文型表示のスラッシ

ュ( / )は，「A と doing のいずれも可能」と

いう選択肢を表すことにも触れておきた

い。 

・ of を使った同格節としては，第 3，第 4 用

例がわかりやすいので確認させる。 

・ the ～ (that)節の略式文型表示からも

わかるように，idea に続く同格の表現は of

以外に that 節を使っても表すことができ

るので，第 2 用例で確認させる。the idea

└of being [that I am] forced … に使われ

ている(└)の記号は，角かっこ[  ]を使った

言い換え表現の区切りがわかりにくい場

合に，「言い換えの開始点」を示すのに用い

られているので注意させる。 

 

 

(2) worth  1, p. 2193.

 

・ 教科書本文の 500 million yen という金額

を表す語句を頼りに1 に導き，「5 億円

相当の食糧」という意味になることを理解

させる。 

・ A(’s) ～ of Bの用法指示から，A が所有

格になる場合があることに注意を促す。

idea の項でも触れたが，言い換え可能な部

分の始まりを示す記号(└)が用例で用いら

れているので，ここで紹介することもでき

る。 

・ 1 と同じ構文で，2 のように「ある期間分

の物」という意味にもなるので，用例を含

めてチェックしてさせておくのも効果的。 
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Crown English Communication I, p. 67. 

 

Companies saved 80 million 

yen because they did not have   

to throw away the food that    

they could not sell. 

Trust is very important 

in our work.  When you have  

trust,   food   and   financial  

support naturally (1)follow.  We 

never  go  to  a  company  and  

say, “Can you give us food or money?”  We think of 

them as equal partners.  We tell them about our 

activities and ask them, “Is there (2)anything we   

can do together?” 

NPO’s are still new in Japan.  As  NPO’s  grow  

and  become  more professional, people will see that 

they can play a bigger (3)role in society.  Just wanting 

to do something good is not enough.  The important 

thing is how you run your NPO.  Second Harvest 

Japan is unique because we deal with both business 

and welfare.  
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(1) follow  3, p. 742. 

 

・ 動詞の項目では，主語にどのようなものが

くるのかという「選択制限」についての情

報が山形かっこ〈  〉を使って示されてい

る。教科書本文では主語が事 (food and 

financial support「食料や経済的支援」)で

あることから，自動詞用法の中の語義 2か
3になることをまず確認させる。 

・ 教科書本文は単に出来事の順序を示して

いるのではなく，「信用があれば，食料と財

政的支援はあとから自然についてきます」

という意味になる。よって，ここは語義 2
ではなく，語義3になることを理解させる。 

  

(2) anything  2, 87.

 

・ 疑問文・条件文での用法指示から 2に導

き，第 1 用例が教科書本文とよく似ている

ので確かめさせる。コミュニケーションに

役立つ表現が出ているので，他の用例にも

触れておきたい。 

・ 下にあるコラムを参照させ，anything

ではなく something を用いる場合につい

ての解説をチェックさせる。特に「肯定的

な応答を期待する場合は something」にな

る点に注意させる。教科書本文は「企業に

対して支援を依頼する」という文脈になる。

最初から肯定的な返答を期待するのは失

礼になるので，something より anything

が適切であることを理解させたい。 

(3) role  1, p. 1628. 

 

・ 教科書本文でも使われている重要コロケ

ーションの play a … role が太字用例にな

っているので確認させる。role を修飾する

典型的な形容詞が多数用例に挙がってい

るので，注意させる(important, key, major

など)。  
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Crown English Communication I, p. 68. 

 
－4  

“Helping” others is not easy.  Sometimes we 

send the wrong message when we say, “Can I help 

you?”  We mean well, but we sometimes send the 

message, “You are not OK; you need to change.”  I 

would (1)rather think of it this way: “I see you have a 

flat tire on your bike.  I have some tools and patches 

here if you want to use them.  I can also stay around 

while you fix your bike if you want (2)company.”  This 

is what I learned from my experience along the 

Sumida River. 
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Lesson 5—Section 4 

(1) rather  2a, p. 1554. 

 

・ would rather do (than do)の文型表示

から 2a に注目させる。(1)にある「く

だけた話では would は省略形になること

もある」という内容の記述も確認させたい。 

・ 典型的な形として，教科書本文とも似てい

る第 1用例をチェックさせておく。さらに，

コミュニケーションには rather を用いた丁寧

な断り表現が出ている。会話の重要表現と

して触れておくとよい。 

 

 

(2) company  2, p. 386.

 
・ 教科書本文が want company と無冠詞単

数形になっているので，ここでは company

が不可算名詞として使われていることを

まずチェックさせる。辞書を引いてにな

っている「会社」の意味ではなく，「同席; 

交際; 仲間」を表す 2の用法を参照させ

る。教科書のこの部分は，「誰かと一緒にい

たい」という訳になることも確認させてお

く。 
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Crown English Communication I, p. 69. 

 

My work is my “(1)vote” on what kind of society I 

want to live in.  Food is also a “tool.” I want to live  

in a society where there is a way to get these “tools” 

to the people who need them.  I don’t think of my 

work as “helping” people, but rather matching     

up surplus food with those who can use it.  I am 

passionate about making these matches. It is what 

makes my job so much (2)fun. 
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(1) vote  1, p. 2108. 

 

・ 「票を投じる」ことを表す vote だが，一緒

に用いる前置詞による用法の違いを説明

したい。二重山形かっこを使って vote

と一緒に用いる前置詞が示されているが，

「人・提案などに賛成の投票をする」と

いう場合は for, in favor of が使われること

をまず確認させる。さらに，太字になって

いる for の方がよく使われることにも触れ

ておく。「…に反対の投票をする」場合は

スラッシュ( / )で区切られた against が使

われることも確認させる。 

・ 教科書本文には on が使われているので， 

「議題などに関して投票を行う」場合に

当たることをチェック。同じ意味だが，使

われることがまれな about については，二

重丸括弧に囲ってまれと表示されている

ことにも注意させる。 

  

(2) fun  1a, p. 778.

 

・ まず fun は不可算名詞であり，辞書には

と記されていることに注意させたい。教科

書本文の so much funは第 7用例で太字に

なっているので確認させる。 

・ よく使われるコロケーションとして，have 

(第 2, 6, 9 用例)について，あるいは教科書

本文の so much 以外の程度を表す表現(第

1, 3, 8, 11 例)などにも言及すると fun の使

い方がよくわかって効果的。  

 


