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『英文ライティングのための実践英文法
『英文ライティングのための実践英文法
～基礎から応用まで～』
～基礎から応用まで～』
スーザン・サーマンさんから
日本の読者の皆様へのメッセージ
Message from Susan Thurman
アメリカ、ケンタッキー州よりこんにちは。
皆さまの英語学習への取り組みに感謝しています。
まず本書「英文ライティングのための実践英文法～基礎から応用まで～」の基となる本のことをお伝えします。
「The Everything® Grammar and Style Book: All the Rules You Need to Know to Master Great Writing」
（試訳：英文ライティングのための実践英文法大全～優れた作文技術のための全法則～）を２００１年に出版し
ました。情報量も項目も多く、詳細に説明されている本です。アダムズ・メディア社の「The Everything®」実践
シリーズものの中の一冊です。本書「The Only Grammar Book You’ll Ever Need=「英文ライティングのための
実践英文法～基礎から応用まで～」は要約版にあたり、コンパクトにまとめられています。ラリー・シェア氏が
再編集されました。（実はお会いしたことはないのですが）
私は「Class Act」（英語教師向け全国誌）の編集＆発行もしています。「Class Act」の中の記事を選び取って
本にまとめ上げたのでしょうか、というご質問にお答えします。「Class Act」の記事をヒントにした部分もいく
つかはありますが、本と雑誌ではフォーマットも異なるため１００％同じ内容にはなりません。つまり、雑誌
「Class Act」の題材をそのまま転用できなかったものです。
本書「英文ライティングのための実践英文法～基礎から応用まで～」のあとに出版した本など、ご紹介します。
①本書のワークブック（演習編）
②大学生用テキスト 「ホライズン上級‐斬新な話題で視野を拡げる短編集‐」
招待されて
＜タイトル試訳＞「作文のコツ‐文章、小論文の書き方」ウィリアム・ゲイリー氏共著
「作文のコツ‐大学課題論文の書き方」ウィリアム・ゲイリー氏共著
③英語や歴史授業のためのヒント集、各種
ホームページwww.teacherspayteachers.com/Store/Class-Act-Press
そして、この本を使ったおすすめの学習法をお教えしましょう。
まず小単元や項目ごとに何度も読み、習得していくこと。それからマスターした単元をつなぎ合わせ、ご活用
いただければ、更に効果を上げられることでしょう。
この本が読み易く、活用し易いツールであることを実感していただければ、光栄です。また、皆さまの英語学習
への取り組みが続き、さらに伸びていくことを願っています。
日本語版を出版してくださったバベルプレス様、
そして日本の読者の皆様に感謝して。
スーザン・サーマン
翻訳：葛西 優子

スーザン・サーマン（Susan Thurman）
英語教師として、長年にわたり中学生から大学生レベルまで
幅広く英文法を教えるかたわら、英語教育・英文法教育に関
する多数の著書・論文を発表している。
現在は、編集者として英語教師向けの教育・啓蒙雑誌Class
Actの発行に携わる一方、ケンタッキー州のヘンダーソン・コミ
ュニティ・カレッジで教鞭をとっている。

Message from Susan Thurman
Hello from the state of Kentucky in the United States,
and thank you for your interest in learning English.
This book is an abridgement of “The Everything Grammar and Style Book: All the Rules You Need
to Know to Master Great Writing”, which I wrote in 2001. The original book is part of a series of
informational texts published by Adams Media. “The Everything ~” book has more information
(more chapters) and has longer explanations than its abridgement.
The abridgement was evidently created by Larry Shea (whom I have never met).
This book has some of the ideas from articles that were in “Class Act”; however, since the
format for it and for Class Act were not really parallel, I was not able to copy much of the Class Act
material.
Since “The Only Grammar Book You’ll Ever Need” was published,
・ I have written a workbook accompanies that book (The Only Grammar & Style Workbook You'll
Ever Need: A One-Stop Practice and Exercise Book for Perfect Writing)
・ college textbooks (Expanding Horizons: Short Readings and Images from Unusual Topics, Ticket
to Write: Writing Paragraphs and Essays (co-author William Gary), and Ticket to Write: Writing
College Essays) (co-author William Gary)
・ a number of shorter study materials for English and history classes (available at
www.teacherspayteachers.com/Store/Class-Act-Press)

It

I hope that you will find this book effective by studying and learning in small segments and then
by integrating the segments.
I hope that you find this book easy to read and easy to apply, and I hope that your interest in the
English language continues and expands.

Many Thanks to you and to Babel Press,
Susan Thurman
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以上、ご高評くださいますよう、お願い申し上げます。
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