リスニングカアップには

声を せ

!

リスニングの学習法は「聞く」だけではない
一
『必ず聞き取れる新 丁OEI⊂ ③テストリスニング』などの著者である、英語講師の河野太一さんは、
暗唱、 シャドーイングを含めた独自の声出し練習を教室で取 り入れ、
生徒のリスニングカを劇的にアップさせている。
ここでは、なぜ声を出す練習がリスニング学習に欠かせないのか、河野さんに語っていただいた。

リス ニ ングには「音声」と「意味」

当に」頭の中でつな ぎ合わせる聞 き

文神経」 は育 つ。

とい う 2つ の 側 面 が あ ります。 こ

方を私 は 「単語 リス ニ ング」 と呼ん

要はアウ トプ ッ トの練習をするん

れ までの 日本の英語教育では「音声」

でいますが、たいていの学習者はこ

です。発音 もそ うですけど、 とにか

が軽視 されて きま した。 自分の頭 に

の レベルに とどまっています。

く自分の国か ら英語を出す訓練をす

リス ニ ングではよ く「大意を聞 き

る。それ もただネイテ ィブ と話す と

実際の音声のギャップは、 リスニ ン

取 りなさい」 と言われ、実際それは

かで はな く、「暗唱」 に 「シ ャ ドー

グを阻害する大 きな要因です。最近

大切なのですが、細かい 「つ なが り」

イ ング」 と「音読」 を加 え、「疑似

では発音の重要性 についてずいぶん

が聞けて こそ大 意 も取れ るという側

英会話」 の修練 を積 んでお く。「話

と意識が高 まって きたようにも感 じ

面 もあるのです。 どうももやがかか

す練習を通 じて聞 く力を育てる」 と

ますが、 きちん と学んで練習 してい

ったよ うな理解 しかで きないのは、

いう逆転の発想なのです。

あるカ タカナ英語的なイメ ージ と、

る人 はまだ まだ少ないですね。
しか し仮 に 「音声」 を学んだ とし

「つ なが り」 がプチプチ切れている
ことに原 因がある。そ こか ら脱却す

ても、まだ足 りない部分がある。「意

「文を文 として聞ける」段階、
るには、

味」の側面です。 これ は見落 とされ

すなわち 「構文 リスニ ング」の段階

がちな視点です。多 くの人は、音声

に昇 らな きゃいけないんです。

さえ聞 き取れれば、意味は自然 と頭

「構 文 リス ニ ング」 のた め には、

に入 って くるだろ うと考えています

英語の構文 に深 く習熟することが必

が、実際はそ うはな らない。構文が

要 とな ります。音声は瞬時に消えて

耳で聞 き取れていないか らです。読

いきますか ら、遅れが許 されない。

むのは得意 という人でも、 リスニ ン

英語の文の組み立てに対する反射神

グとなると単語を拾 って 聞 くのが精

経がな いとついていけない。その「構

一杯で、文全体の構造を理解 しなが

文神経」を育てるのが 「暗唱」 とい

ら聞 き取れないんです。だ か ら「…

「暗唱」とは「丸
う練習方法なのです。

は… で、・…で はあるが … で もあ り、

暗記」ではな く、文字を見ずに頭の

その理由は…」 という「論理のつ な

中で文を組み立て直 し、声 に出す練

が り」が聞 き取れない。単語を 「適

習です。それを繰 り返す ことで 「構

河野太― (こ うのたいち):早 稲田大学政
治経済学部中退。半年間シアトルに留学じ
た以外は日本で英語を身に付けた「国内
派」
。 河 野 塾 主 宰 (www.konoluku.
com)。 取得資格は、
下OEI⊂ 990点 (満 点)・
TOEI⊂ Speaking andヽ A/riting Tests 各
200点 (満 点)・ 英検 1級 など。あだ名は「白
くま」
。

試験のリスニング対策 にお薦め
■>―理￢
必ず聞き取れる 面西
新TOEICテ スト 必ず聞き取れる
TOEFLテ スト￨
リスニング 0

!

￨

リスニング

から
「h籠 」
「 ヘ

￨

1日 ￨」

「尊 鵬 」から
「構 文 」ヘ

獅
菫 鰹歓
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『必ず聞き取れる新 TOEI⊂ °テストリスニング』
『必ず聞き取れる下OEFL① テストリスニング』
河野太一 著、アルク 刊、
税込価格はそれぞれ 1890円 、2100円
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河野メリッドの4STEPSを 押さえよう
!

S理魃ぎシャド
ーイング● (音 声のイメージを作る)
ネイティブスピーカーの音声に続いて、1〜 3語 (0.5
〜 1秒 )遅 れで、追い掛けるように発声する練習です。
「スクリプ トを見るか見ないか」「声を出すか出さない

か」の組み合わせで、3回 ずつ、合計 9回 行います。
完全に音声についていくことは日標とせず、規定回数
が終われば、次のステップに進んでください。

『スクリプトを見ない」
+

rロ パ

後の文までやります (mヨヨ その後、スクリプトの
最初に戻って r黙 読→ 3回 暗唱」を頭から順に行いま
完全暗記ではなく
、
頭の中で r英
す(2ヨヨ 狙いは、
文を組み立てていく感覚」を養うことにあります。
)。

)。

● ● 幸 ● 幸 参 春 攀

0"3回

ク」

まず、スクリプトを見ずに、口を動かすだけで音声に
ついていく練習をしましょう。日本人学習者は、英語
のスペリングを見ると、どうしてもカタカナ的イメージ
で音声を想像 してしまいます。それを防ぎ、英語の
音声そのものに向き合えるようにします。

型I亀‐1苦 唱 (構 文に対する感覚を養う)
「筆写」(書 き取り)を 行い、文法解説を読んで、
まず、
英文をしっかり理解します。その後、スクリプトを見ず
にその文を3回 暗唱しましょう。これを、文単位で、最

幸 奪 幸

● ● 中 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑤ 2回 筆写し、文法解説を読む
センテンスを2回 書き写します。
スクリプトを見ながら、
「それぞれの単語がそこに存在することを確かめてあ
げる」ような気持ちで行ってください。覚え込もうと
いう意識は持たないように。上級者は、筆写を省略
して黙読するだけでも構いません。

sI要 I幸 音読 (英 語 のスピー ドに慣 れる)

sI型 l」

2010 MAY

0¨ 1回

目の前に聞いている人がいることをイメージして、そ
の人にメッセージを伝えるつもりでゆっくりと読み上
げます。これは 「単語の羅列を読み上げているだけ」
という状態を避け、自分自身できちんと意味を考えな
がら読むためです。

シャドーイング2(成 果を確認する)

トレーニングの最後の仕上げです。音声の再確認と、
これまでのトレーニングの成果を確かめる意味合いが
あります。口を動かさずにリスニングを 1回 行った後、
シャドーイングを 3回 行います。ついていけない部分
が残つても、それは当たり前。目をつぶって先に進む
思い切りの良さも必要です。
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全文をゆっくり読む

＼／

英文を、 CDに 頼 らずに声に出して読む練習です。3
段階 に速度を変化させ、合計 4回 行います。意味を
r意
味
考えながら読むことで、 リスニ ングにおいても
を聞き取る」意識で聞けるようになります。また徐々に
速 く読むのに慣れることで、丁OEl⊂ などの音声のス
ピー ドや言い回 しに圧倒 されてしまうことなく、「これ
が普通」と感 じられるようになります。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

全文 をひと通 り聞 く
シャドーイングを行う前に 1回 だけ、まったく口を動
かさず、ただ聞くだけのリスニングを行います。完全
に耳だけに集中した状態で、音声の特徴をとらえ直
すためです。これまでのトレーニングを経ていれば、
聞くだけの状態でも「聞き流 し」 にならず、音の細
かな部分に留意できるはずです。

ここでは、メソッドの内容を具体的に見ていきます。 p.26か ら始まる実際の練習に入る前に、ここで手順をしっかり押さ
えておきましょう。なぜその STEPを やるのかを意識 しながら練習すれば、より高 い学習効果を得られます。

・
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ●

●

『スクリプ トを見ない」

+

「つぶやき声 」

0¨

『スクリプ トを見る」

+

3回

『つぶやき声」

・¨3回

最後に、スクリプトを見ながらシャドーイングをしまし
ょう。知 っているはずの表現が聞こえていないのは、
自分がそれらに対 して持っている音声のイメージと実
際の発音が違うからです。文字と⊂Dの 音声を比べ
ながら、正しい音声イメージをつかみましょう。

今 度 は、 声 を出 してシャドーイングをしてください。
声 を出すことで 「ロパ ク」 の時 にはわからなかった、
自分 がついていけない部分 が顕在 化 します。⊂Dの
音声 をきちんと聞 き取れるくらいの大 きさのつぶや き
声で練習 しましょう。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ‐
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑤ その文を 3回 暗唱する
最後まで)
(⑤ ⑤を文単位で、最初から
スクリプトから顔を上げるか、目をつぶり、声に出し
て読みましょう。少し考えて思い出せなければ、英文
を見て確認し、つまずいたところから再び始めてくだ
さい。⑤⑤を文単位で、最後の文まで行います。

文を黙読 し、 3回 暗唱する
ヽ

〉

(文 単 位 で 、 最 初 か ら最 後 まで )
スクリプトの冒頭から、文単位で 「黙読→ 3回 暗唱」
を最後の文まで行います。この 2周 目は、筆写は行
いません (1周 目に、時間をかけてゆっくり単語を組
み立てていくつもりで行っておくことがポイントです。
そうすれば、2周 目は、自然とスピードが上がります)。

●●●●●●

全文を普通 に読む

0"1回

⊂Dの ネイティブスピーカーの話すスピードをイメー
ジし、自分がネイティブスピーカーになったつもりで
行ってください。ここでも、意味を考えながら読むこ
とが重要です。⊂Dの スピードでは速過ぎる、という
場合は、スピードを落として読んでも構いません。

・¨2回

全文を速 く読む

計 2回 行いますが、1回 目は、思い切り速度を上げ
ることが重要ですので、意味は考えなくても構いませ
ん。ただし単語を読み飛ばさないように。全単語を
発音 しながらどこまで速く読めるか、ゲームのような
感覚で読みましょう。2回 目は、速く読みながら、同
時に意味を考えることにも挑戦 してください。
国 □扁

『スクリプトを見る」
+
「大 きめの声で」

… 1回

スクリプトを見ながら声を出してシャドーイングをしま
す。文字と音声のイメージの擦 り合わせを再度行う
ことが目的です。もともと自分が持っていた音声イメ
ージにいつのまにか戻ってしまった部分があれば、意
識して直していきましょう。

『スクリプトを見ない」
+
「大 きめの声で」

…

2回

最後 に、スクリブ トを見ないで 2回 シャドーイングを
行います。声 は、 STEPlの 時よりやや大 きめにしてく
ださい。 これは、 自分がシャドーイングで きている部
分 とできていない部分をより顕在化させて、 自覚する
ためです。
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練習その1

エッセー (前 半)

難響掛

E」 の連載コーナー 丁
ea Time Talkを 使つて、まずは練習してみましょう。2008年 12月 号所収の
Keeping Up w:th the」 oneses(ジ ョーンズさんたちに負けるな)の 前半部分が素材です。
ここでトレーニングの方法に慣れ、「練習その 2」 のセットで、スムーズに練習できるようにしましょう。

Track
44

CDの 音声を聞きながら、自分も声に出してついていく練習です。
計 9回 、 1回 終わるごとに、チェックボックスにチェックを入れてください。音声解説は最初見ないようにし、
「スクリプ トを見る+つ ぶやき声」の段階に入る前に目を通すようにするといいでしょう。

スクリプトを見ない+ロ パク
1回 目

スクリプ トを見ない十つぶやき声

2回 目 3回 目

1回 目

2回 目 3回 目

th.'''

houses

*.r.(') built in the Lgth century

Some

of

and have been(') restored to

look just like they did when they(u)were first built. Some are painted(') crazy
colors like blue, orange, and even pink, but the one directly across the street
looks exactly like an old(') Southern mansion from Gone utith tbe(') Wind.

My own one-story house, built nL954,

two bedrooms

an4(') one battroom.

is acrually quite modest,

wffi only

If you've ever heard the e4pression

"keeping up with the Jonesesr" you can imagine that living in a small house
surrounded by mansions might feel a little strange at timesft').

"Jones" is one of the most cofirmon family names

in the US, like

"Thnaka$0" in Japan. "Keeping up with the Joneses" means trying to do as

well

as yotr04 neighbors, economically and socially.

look

as

Or at least, trying to

if you're doing as well. In other words0s), it's all about0n) appearances

or how things look. to

*y

case, it's obvious

"the Joneses" ate b.ttono off

financially since their houses are about four times the size of mine. But we

do all have front yards, and everyone in the nerghborhood feels some
pressure to keep their yards nice.

026 ENGLISHJOURNALノ

2010 MAY

音 声解 説

I live in an old(t) neighborhood called the "Flistoric Disuia."

イナノウド」のようにくっつけ
て発音するのがコツ。/(2)ofが 弱
くなる。housesま でを一気に「サ
モザハウズィーズ」のように発音し
よう。/(3)「 ワー」よりは「ワ」ぐ
らいの感じ。/(4)haveが 弱くなる。
一気に発音しよう。/(5)thが nと
同化して「ウェンネイ」のようにな
「ペ
つている。/(6)tが nと 同化して
イニッド」のようになっている。/
(7)「 ライカノウド
」のようにくっつく。
/(8)2つ の thが 1つ になって「ウ
ィザ」
。/(9)弱 くなって「ェン」ぐら
「ア
い。/(10)2つ のtが 1つ になって
ッタイムズ」
。

(1)「

い)[tonttkolの ように「ナ」が強く、
前後は弱く発音される。 /← 2)く っつ
いて 「ァズウェラジュア」
。 /(13)く っ
ついて 「イナザワーヅ」
。 /(1→ くっ
ついて「イッツォーラバ ウト」
。/
( )betterの tが dの ように発音され
(以 降 「d化 」 と表記 )、 この dは
日本語の 「ラ行」のようにも聞こえ
るので、「ベラー」 のつもりで発音
するといい。

本 特 集 の 音 声 解 説 につ いてひと言
英語のネイティブス ピーカーは、複数の単語をつ

の発 音 に近 い「カタカナ」で音声 を表記 してい ます。

なげて発音する傾向にあ りますが、 日本人は単語の

うま く発音で きない ところは、 まずカタカナで思 い

切れ目で発音も切 って しまいがちです。そこでこの

切 り発音 してみて くだ さい。 それか ら、ネイテ ィブ

特集の音声解説では、単語の場合は原則 として発音

ス ピーカーの発音 にさらに近づ ける努力をする とい

記号、複数の単語か ら成 るフ レーズの場合 は、実際

いで しょう。

■F

…

スクリプトを見る+つ ぶやき声
1回 目

2回 目 3回 目

編漂日
,10)が
1
ゃってみ蓼した
[訳 ]私 が住んでいるのは 「歴史的地区」 と呼ばれる、昔からある

エ リア。中には、 19世 紀に建てられ、当初の外観をそっくりそのま

STEPで いきなり「スクリプ トを見ない」 シャ

けばけばしく塗 られた家もあるのですが、通 りを挟んでちょうど向か

ドーイングをする、 というのは、正直、不 安

い側の家は『風と共に去 りぬ』 に出てくる、昔ながらの南部の豪邸

でした。でも、いざ始めてみると、国パクのシ

そのものに見えます。私の家はというと、 1954年 に建てられた平

ャドーイングは、⊂Dの 音 に集中できるので、

屋で、寝室が 2つ とバスルームが 1つ だけという、実はかなり質素
な造 りです。「ジョーンズさんたちと張 り合 う」 という表現を聞いた

ついていくことができ、 3
1回 目から 6〜 7害 」

ことがあれば、豪邸 に囲まれた小さな家に住むのは、変な感 じがす

回目ではなんと9割 近 くついていくことができ

るのでは、と想像されるでしょう。

ました ! つぶやき声のシャドーイングも比較

「ジョーンズ」は日本の 「田中」のように、アメリカではとてもよ
くある名字の一つです。「ジョーンズさんたちと張 り合う」は経済的、
社会的に、隣人たちと同 じぐらいうまくいくよう頑張る、 という意味

拒撃

ま復元 した家もあります。青、オレンジ、さらにはピンクのような色で、

私 はシャドーイングが苦手なので、最初の

的スムーズにできましたが、毎回必ずつまずく
個所が、 2、 3あ りました。

です。あるいは少なくとも、同じぐらいうまいくいっているように見せ
掛ける、ともいえるでしょう。 つ まりは見掛け、物事がどのように見

彗■

えるか、 ということが問題なんです。私の場合 は 「ジョーンズさん
たち」の家がうちの 4倍 ぐらいの大きさなので、経済的に彼 らの方
が豊かなのは目に見えています。でも、 どの家も表に庭 があって、
住 民はみんな、庭をすてきに見せなければ、 というプ レッシャーを
感 じているんです。

MAY 2010/ENGL:SHJOURNAL 027
￨

■■■ 暗唱
スクリプトを見ずに、文を思い出して声に出す練習です (文 中のスラッシュは、文構造を把握しやすくするためのものです)。
1周 日は、文単位で「筆写 2回 (ス ラッシュを写す必要はありません)」 → 『文法解説を読む」→『暗唱 3回 」の順番で
行い、最後の文まで終えたら、p.33の チェックボックスにチェックを入れてください。2周 日は、文単位で「黙読」→ 『暗
唱 3回 」の順番で行い、最後の文まで終えたら、またチェックボックスにチェックを入れてください。

(1)l live/in an old neighborhoodノ

ca‖ ed

the

Historic E)istrict.″

私 は住んでいます /古 いエ リアに /「 歴史的地区」 と呼ばれる
文法解説
は過去分言
司で、「〜と呼ば
れ る 」。丁hey ca‖ an old

①

ca‖ ed〜

nelghborhood the
Discrict″

Histori⊂

というSVO⊂ 型 を基 にし

ている。

②

語注

neighborhood 近所、近辺/
district 地区、区域

幾 つかの家は建て られ ま した
う /最 初 に建て られた時に

/19世 紀 に /そ

して復元 され ま した /ま さにそれ らが見えたように見えるよ

①

のように「世
紀 」 を表 す表 現 の theや 序 数、
have been restored(復 元 されて
現在に至る)と いう現在完了形の
ニュアンス、副詞 firstの 位置 (助
動詞の後ろ、本動詞の前が基本。
本動詞が be動 詞の場合はその後
ろ)な どのポイントに、「自分は迷
いなくこのように言えるか」 という
観点から留意しておこう。
in the 19th centuり

②

century 世 紀 /restore 修
復する、復元する
載轟‖嚇 :
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(2) Some of the houses were built / in the 19th century I and have been
restored / to look just like they did / when they were first built.

(3)Some are painted crazy coiorsノ like blue′ oranger and even pink′ ノbut
the one directly across the streetノ looks exactly like an old Southern
mansion/from Gone wた 力油 eИ″nd
幾 つか はけばけば しい色 に塗 られています /青 やオ レンジや、 ピンクにさえ /し か し、通 りのち ょうど向かいの
家は /ま さに古い南部の豪邸のように見えます /『 風 と共に去 りぬ』 か ら抜 け出て きた

①

Sorne are palnted crazy colorsは 、

丁hey

painted some(of the

hOuSeS)CraZy colors.と い う SVO⊂

②

型 の 受 動 態 。 the one...looksの
ように離れた SVは 特に強く意識 し
て暗唱 しておくと、耳でも S∨ 関係
を追えるようになるし、自分でも同

じ構文を使えるようになる。

5outhern(ア メリカ)南 部の/
mansion(豪 華な)大 邸宅 /

6one L′ め 油e WhJ『 風 と
共に去りぬ』 ☆マーガレット・ミ
ッチェルの長編小説。1936年 発
表。南北戦争時代のアメリカが舞

(4) My own one-story house, / built in 1954, / is actually quite modest,
with only two bedrooms and one bathroom.

/

私 自身の 1階 建ての家は /1954年 に建て られたのですが /実 はかな り質素です /2つ の寝室 と 1つ のバスルーム
しかな く
⌒
Ψ

bu‖ tln

1954は 、 SVの 間 に受 動

態の分 詞構 文が割 り込んだ形。 挿
入 句 の後 ろに動 詞 が来 るパ ターン
にも、 ぜ ひ慣 れ てお きた い。with
の使 い方 は何 の変 哲 もないように

②

見えるが、自分からアウトプットする
ときは 文 を 改 めて 下here are only

two bedrooms...と したくなる人
も多いはず。「簡 潔 な表 現 」 という
観 点から参考になる。
one口 story

l階 立 て の

★

storyは 「階」の意。 /modest

‖計 」
‖茸■■

質素な、地味な
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(5)if yOu′ Ve

eVer heard the eXpreSSiOn/″ keeping up with the Joneses″

″

ノ

you can irnagine/that living in a srnai:hOuse/surrOunded by
rnansions/might feel a little strange/at tirnes.

も しあなたが表現をこれ までに聞いたことがあれば /「 ジョーンズさんたち と張 り合 う」 という /あ なたは想像
で きるで しょう /小 さな家に住むことは /豪 邸 に囲 まれた /や や奇妙に感 じられるかも しれないと/時 には

①

「ジョーンズさん―
「家
家」。名字の前にtheを 付けると
族、一族」の意になる。名字が複
数形になることも、併せて覚えてお
こう。living .might feelの 「離
れた SV」 も意識。多くの学習者は
「時々」 を表すのに sometlmes一
本やりで、at tlmesな どはなかなか
使えない。使える表現のバリエーシ
ョンを増やしておくことが、 リスニン
the」 onesesで

②

グでの反応速度を短縮することにも
つながる。
〜に負けない
keep up vvith〜
でついていく/surronded by〜
〜 に取 り囲 まれ た /at times
時々

(6)″ Jones″ is one
like″ Tanakar in

of the most common fanllly nar71eSノ in the US″ ノ
Japan.

「ジ ョーンズ さん」 は最 もよ くある名字の一 つです /ア メ リカでは /日 本 における 「田中さん」のように

①
￨

‐
‐
・

￨
￨
￨

￨

￨

￨

‐

￨

￨

￨

￨

￨

￨

②

one of the most十 形 容 詞 +複 数
名詞 (最 も〜 な … の一つ )は 、 会
話で使 える場 面 が多 い。 口か らス
ラスラ出て くるように してお くと便
利。
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up with the Joneses′「 meansノ trying to doノ as well as your
neighbors′ ノeconomica‖ y and 50Cially.

(7)″ Keeping

「ジョーンズ さんたち と張 り合 う」は意味 します /や ろうと頑張ることを /ご 近所 さん と同 じくらいうまく /経
済的にも社会的 にも

①

動詞の目的語として、通常の名詞
ではなく動名詞を用いるパターンも
モノにしておくと、便利に使えるし、
リスニングでも意味を追い掛けやす
くなる。as...asの ような比較構
文も強く意識 しておくべきポイント。

②

neighbor IFfOA.

ffi

難

⊂olumn「 暗唱」でとても大切なこと
pp.24‑25に も書 きま したが、大事なので繰 り返 します。「暗唱」 で は 「無理 に
覚え込 もうと しない」 ことが大切 です。 ジグソーパ ズルをバ ラバ ラに して、 ピース
をはめて い くよ うな感覚で行 って くだ さい。 ポイ ン トは、覚 えて いな くて も 3回
終わ った ら次のセ ンテ ンス に進 む こ と。進んだ ら前のセ ンテ ンスの ことは忘れて、
日の前のセ ンテ ンス に集中すること。忘れて しまった部分 は、苦 しんで思い出そ う
とせずス ク リプ トを見 ること。勢 いで素 早 くや るので はな く、 ゆっ くりゆ っ くり、
文法構造 を考 えてや ること。覚え られな くて もイライラせ ず、組み立てる作業の過
程で力 は付 いているのだ と思 い出す ことです。 これほ ど繰 り返 し申 し上 げて も、実
際 に取 り組む とまた 「覚えた い病」が頭をもた げます。 そのた びに 「覚 えるのでは
ない、組み立てるのだ」 と意識 し直 しま しょう。 リス ニ ングだ けでな くス ピーキン
グで役 に立 つの も、実はこの組み立てる力 (定 型表現 は別 と して)な のですか ら

!

■■
■■=:

=■ =
II=

■■■

‐
■■
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(8)Or at least′ ノtrying to lookノ as if yourre doingノ as well.
あるいは少な くとも /見 せようとすることを /や つているかのように /同 じようにうまく

①
ここは前 文 の meansと つ ながって
いるため、 正 式 な文 の形 になって
いない。 このような変 化球 も受 け入
れて練習 しておくことで、 柔 軟な理
解 が で きるようにな る。as lf ..
(… … か の ように)も 要 注 目。 as

②

we‖ の 後 ろ に as your neighbors

が省 略されている。

(9) ln other words,

/ it's all about appearances / or how things look.

言 い換えれば /そ れは見掛 けがすべ てなのです /あ るいは物事が どのように見えるか という

①

A is about Bは 「Aは Bに ついての

→ 「Aの 主 たる目的・ 関 心
もの」・
事 は B」 という意 味。 強 調 の a‖ が
入ることも多い。例 :丁 his company

ls all about satisfylng the
customers.(こ の会 社 にとっては、
お客さまの満足がすべてだ)

②

appearance 外見、F口 象

r are be・

‖ler offノ financiallyノ
(10)in my caserノ itt obviousノ the Joneses′
since their houses are about four tirnes/the size of mine.
私の場合は /明 らかです /「 ジ ョーンズ さんたち」がよ り裕福なのは /経 済的に /彼 らの家が約 4倍 だか らで
す /私 の家のサイズの

①

②

better offは 「物事がよりよい状況

になる」 の意味で、暮 らし向 きなど
に用 い る ことが 多 い。 元 の 形 は
we‖ off。 〜times the size of A(A
のサイズの〜 倍 )は 、 絶 対 使 える
ようにしておくべ き表現。

we‖ off 裕福 な、順 境 にある
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(11)But we do ail have front yards′ ノand everyone in the neighborhoodノ
feeis some pressure/to keep their yards nice.
しか し、私たちはみんな、前庭 は確かに持 っています /そ して近所の皆が /幾 らかのプ レッシ ャー を感 じてい
ます /庭 をすて きに保 つ という

①

②
助 動詞 doは 「強調」
。 強調する
理由は「対比」を明確にするため
であることが多い。ここでは「みん
な、庭だけは同じようにある」とい
うニュアンス。

front yard 前庭

2周 目

1周 目

‐
・・・

・・

:・

電
雙冒
F観
こ
り
卿
み
って
1

輔詐
ηスラッシュについて
C晰 ‖
w葛 ″

亀ゃ

taaao"'ooo

本特集の 「暗唱用 ス ク リプ ト」 では、セ ンテ ンス を
スラ ッシュで区切 っています。 これ には、スラッシュ
に分 け られ たカ タ マ リを 1つ の単位 と して、 それ ら
を組み合わせ ることを意識 しなが ら暗唱 していただ く
意図があ ります。ス ラッシュを入れ る場所 は、文法的
な切れ 目を基本 と しつつ も、定型表現 と しての まとま
りや覚 えや す い単語数 な ども加 味 して決 めてあ りま
す。例 えば同 じ SVO型 で も、 目的語の長 さによって
S∨ Oと

した り S∨

/0と

した りして い ます。切 り方 に

絶対的な ルールはな く、現在の英語力に応 じて 自分が
ついていける長 さに適宜変更 して行 って も結構です。

筆 写 を通 じて文 の 構造 を確 認 して い く
と、 STEPlの シャ ドー イ ングで毎回同 じ所
でつ まずいていたのは、ス ピー ドについて
いけないのが原因ではな く、その部分の文
の構造が見えて いなか ったか ら、 とい うこ
とに気が付 きま した。 また、筆写の後の暗
唱では、冠詞が抜 けた り、接続詞 を間違 え
ておか しな文 を言 って しまうこともあ りま
したが、 2周 目にな る と、文の構造が頭 に
入 って覚えやす くな り、抑揚を付 けて暗唱
する余裕が持てるよ うにな りま した。
姜
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撃露 彗

墨:彗
F̲

STEP3

「

箇厳ヨ

下のスクリプトを見ながら、CDは 使わず、3つ の速度で合計 4回 音読します
(ト ラック全体が 1単 位。文単位で速度を変えて 4回 読むわけではありません)。
1回 読み終えるたびに、チェックボックスにチェックを入れてください。

齢

熱革轟

:

I■■■■■■■■■

I live in an old neighborhood called the "Historic District." Some of the houses were buik in the 19th century
and have been restored to look just like they did when they were first built. Some are painted crazy colors like blue,
orange, and even pink, but the one direcdy across the street looks o<actly like an old Southern mansion fromGone

utith the Wind. My own one-story house, buih

n

1954, is acnrally quite modest, with only nlro bedrooms and

one bathroom. If you've ever heard the e4pression "keeping up with theJonesesr" you can imagine that living in

surounded by marsions might feel a litde strange at times.

a small house

'Jones" is one of the most common family names in the US, like "Thnaka" in Japan. "Keeping up with the
Joneses" means trying to do as well as your neighbors, economically and socially. Or at leasg trying to look as

蜂

you're doing

as

well. In other words,

tr il

if

about appearances or how things look. In my case, it's obvious "the

Joneses" are better off financially since their houses are about four times the size of mine. But we do all have front
yards, and everyone in the neighborhood feels some pressure to keep their yards nice.

華一
墓一善導 蓋彗 華一

r―

ゆっくり

普通

速く

1回 目

1回 目

1回 目

2回 目

□

編集部(の )が やってみました :
STEP2で 暗唱 したおかげで、「読む」 というより
も「確認する」感覚で音読できました。 また、意
味の切れ日で息継ぎができるようにな りました。

Track
44

STEP4 1
「音声イメージ」の確認のため、再度シャドーイングします。まずは CD音 声を 1回 聞きます。
その後、 1ト ラックを 3回 シャドーイングします。スクリプトは、上の「音読」を参照してください。
1回 終えるごとにチェックボックスにチェックを入れてください。

傷量勲′
や J:L墨^、 が
しル′
̀τ

華

イ
聞 くだ け

1回 目

スクリプ トを見る
+声 大きめ
￢

スクリプ トを見ない
+声 大きめ
1回 目

l

2回 目

輻
蝠輻
輻勒
魃涸
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ても
来ですが
、と

I 平
:Fl以
自然 に耳 に入 って きま した。

「L」

これで 4つ の STEPが 終わりました。いかがでしたか?
この調子で、エッセーの後半にも頑張 って取 り組んでください。

′0

⊂Dの 音 声 を 聞 く の は

=

1

」STEPlで

毎回つ まずいていた

個所 もスムーズにこなせるようにな り、
最後 は、⊂Dの 発音 とで きるだ けそっく
りになるようにシャ ドーイング しました。

一■ ■
一

エッセー (後 半)

練習その2

次は、 Keep up with the」 onesesの 後半部分で練習してみましょう。
途中でやり方がわからなくなったら、 pp.24‑25に 戻つてトレーニングの要領をもう一度確認 してから、
やつてみてください。

STEPl l
ョ ■■■■■■■■麟醸

シヤドーイング●

Track
45

̀ll:::￨

‐
―
r‐ ―― ――
スクリプトを見ない+ロ パク
1回 目

2回 目 3回 目

スクリプトを見ない+つ ぶやき声
1回 目

2回 目 3回 目

■■暉■￨1昴

イ

スクリプトを見る+つ ぶやき声
1回 目

neighbors had atsl big "Yard of the

Month" sigt in their front

yard. This is

an award(n)given to one household each month for abeautifully landscaped
yard. The yardand family are featured in the local newspaper too, with lots

of picnrres. Movtng next door to a yard of the month(u) winner was a little

intimidating. I'm not much of a gardener myself, and sometimes my grass

音声解説

When I(') moved into my house in November of(') 2007,my next-door

2回 目 3回 目

ウェナイ」。 /(2)非 常に弱く発
音される。 /(3)「 ハダ」
。 /(4)「 ア
ナウォード」
。 /(5)音 の変化は dが
oと くっつく程度だが、途中で切 ら
ずに一息で発音するのがコツ。 /
(6)[m6ul。 /(7)く っついて tが d化
し「レディッ」。 /(3)非 常に弱く、t
が破裂 しないため、「ワン」 ぐらい
の感じ。
(1)「

grows a little too high before I have a chance to mow(t) it. I have to admit, I

would probably let 11(z) grow even higher if the Joneses werent(8) next door.

I never thought about keeping

up with the Thnakas in Tokyo. My

apartment looked like all the others on the outside, and
■

anonymity. But it is(') fun to zip around the yard now and
oldft0 , squeaky

I enjoyed
then0o)

the

on an

riding lawnmower. Last time I got a [ittle04 too close to the

flower bed and plowed up a few bulbs6o by accident.
quickly and then smiled. None of

theon)Joneses were

I looked

around

watching.

っついて tが d化 。dは 日本語
の「ラ行」のようにも聞こえるので、
「イリーズ」 ぐらいの感 じ。 /(10)d
とthが 共にnに 同化する感じで「ナ
ウアネン」。 /11)く っついて「オナノ
ウ ド」。 /(12)9otと ‖
ttleの tが d
化し「ガラリル」。 /← 3)bulbは 「バ
ルブ」というよりは「ボウブ」に近い。
/(‖)「 ナノヴザ」
。
(9)く

■茸
[訳 ]私 が 2007年

11月 にこの家に引っ越してきた時、お隣の庭

東京にいた時は、田中さんと張 り合わなきゃ、なんて考えもしま

には「今月の庭」という大きなボードが掲げられていました。これは、

せんで した。私のアパー トは外から見ればほかのみんなの家と同じ

きれいに景観を整えられた庭を表彰して、毎月―家庭に与えられる

に見えましたし、その無名な感 じを楽 しんでいたのです。でも、時

賞なのです。その庭と家族は、地元紙にも、たくさんの写真付きで

には古 くてギーギー鳴る芝刈 り機 に乗って、庭を勢いよく動 き回る

取り上げられます。今月の庭の受賞家族の隣に引っ越してくるのは、

のも楽 しいものです。 この間は花壇 に少 し近寄 り過 ぎて、 うっかり

少し勇気が要りました。私自身、庭の手入れがあまり得意ではあり

球根を幾つか掘 り起こしてしまいました。素早 く辺 りを見回 し、にっ

ませんし、時々、芝を刈る時間が取れる前に伸び過ぎてしまうんで

こりと微笑んだ私。ジョーンズ さんたちには見 られていなかったよう

すもの。正直に認めると、ジョーンズさんたちがお隣にいなければ、

です。

多分、もっと伸び放題のまま放っておくでしょう。

(全 訳 :鈴 木香織 )
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(12)When i moved into my houseノ in Nover71ber Of 2007″ /my next‐ door
neighbors hadノ a big Yard ofthe Month″ signノ in their front yard.
私が私の家に引っ越 した時 /2007年 の 11月 に /お 隣の人たちは掲げていました /大 きな 「今月の庭」 とい
う看板を/前庭に

①

‖‖撃

「〜という看板」をこのように簡潔
に 表 せ るだ ろ うか。a sign that
says...の ようにしたくなるので
は? それはそれで正しいが、表現
のバ リエーションを増やすこと、簡
潔な表 し方を学ぶことを、 常に意
識しておきたい。

②

move into〜

〜に引っ越す/

sign 看板、標識

(13)丁 his is an awardノ

given to one householdノ each rnonthノ for a

beautifully landscaped yard.
これは賞なのです /1つ の家庭 に与えられる /毎 月 /さ れいに景観を整えられた庭 に対 して

①

②

given(与 えられた)は 過 去分詞で、
後 ろか ら an awardを 修 飾 して い
る。forは 「理 由」で an awardと
つ ながつている。 このように位 置が
離れてわか りづ らいコロケーション
を、耳で把握できるかどうかは非 常
に重 要。

award

賞、賞品/househo:d
世帯、 家庭 /hndscape[動
詞で]整 備する、美化する
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(14)The yard and fanllly are featuredノ in the locai newspaper too′ ノwith
iots of pictures.
庭 と家族は取 り上げられます /地元の新聞にも /多 くの写真 と共に

①

/7ヽ

ゝ

̀ソ

主語が A and Bの 形になっている
のを受けて、動詞が areに なってい
る。主語の数と動詞の呼応も、意
識すべきポイント。

feature(記 事などで)特 集す
る/:oca: 地元の、現地の

(15)RЛ oving

next doorノ to a yard of the month winnerノ was a iitt:e

intirnidating.
隣に引 っ越すことは /「 今月の庭」の勝者の /少 々恐ろ しいことです

①

②

主語が動名詞の Moving(引 っ越
すこと)で あることと、動詞 wasが
離れていることを意識 しよう。next
doorは 、名詞句が副詞として働 く
用法で、「隣に」の意。後ろに前
置詞 toが きているのは、next to〜
(〜 の隣に)と いう表現が基礎にあ
るから。

:ntimidating

怖 が らせ るよう
な、おびえさせるような
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聾

卜猾鋏漑
,■
■

♯畢〕■毒書‖澤華舗

(16):′ m not much of a gardener myself′ ノand sometimes/my grass

鱚

grows a littie too highノ before l have a chance to rnow it□
私自身はあまり庭の手入れをする人ではあ りません /そ して時には /う ちの芝は少々高 く伸び過ぎます /私
がそれを刈る機会を持つ前に

①

②
A ls not much of B(Aは 大した B
ではない)も 覚えておきたい表現。

be not much of〜

大 した〜で
はない/gardener 庭師、庭 い
じりの好 きな人 /grass 芝 /
mow 刈る

(17)l have to admit″ ノI wouid probably let it growノ even higherノ if the
Joneses weren′ t next doo■
私 は認めなければいけません /私 はおそ らくそれを伸ば しっ放 しに して しまうだろうと /さ らに高 く /も し
「ジ ョーンズ さんたち」が隣にいなければ

轟雛 i
椰欄警
欄灘彗
‖難‖‖
￨

①

②

￨

admitの 後 ろに SVを 続 けるのであ
れ ば、 本 来 は 間 に接 続 詞 の that
を置 くべ きだが、 ここでは l have to

admltが 副詞句のように扱われてい
る。 evenは 比較級の強調。

admit
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認める

￨

(18) I never thought about

/ keeping up with the

Tanakas

/ in Tokyo.

私 は全 く考えませんで した /田 中さんたち と張 り合 うことについては /東 京で

①
前置詞の後ろに動名詞を用いるパ
ターンも、「読むと簡単だが、なか
なか使えない表現」の部類。 しつ
こいようだが、自分で使える表現の
バリエーションを増やすことが、 リ
スニングの反応速度の早さにつな
がることを、常に意識 してほしい。

②

聾

y apartrnent iooked like ali the othersノ
eniOyed the anOnymitlト

(19)RЛ

on the outside″ ノand l

私のアパー トはほかのアパー トすべてと同 じように見えました /外 側 からは /そ して私はその匿名性を楽 しみ
ました
■■ ■ 一
■

①

′ヽ
マソ

「外見 は」 を on the outsldeと 表
現 で きるか、 と自問 しよう。the
anonymityの theは その前の内容
である「ほかと似ていること」を受
けて、「その (ほ かの家に紛れると
いう)匿 名性」
。

anonymity

匿名性

⊂olumn「 読んでわかる」ではなく
「自分で使える」ように

一善華

今回取 り上 げたのは、 どれ も構文の しっか りした英

し「この英語 は自分の日か ら出て くるだろ うか」 とい

文ですが、中にはや さ しく感 じられ る文 もあることで

うフィル ター を通 して考えてほ しいのです。 も しその

しょう。 さあ、 そ こで 自問 自答 してほ しいのです。 そ

英語が 自分の国か ら即座 に出て こない とすれば、それ

の 「や さ しい」 は 「読んで理解で きる」 とい う意味の

らは練習する価値があ ります。 それ こそが、 リス ニ ン

容易 さで はあ りませんか ?

グの コンマ何秒の理解の遅れ につながっているか らで

その表現 は、す ぐにあな

たの 口をつ いて 出て きますか ?

特 に 「暗唱」 で は、

す。本特集の 「文法解説」 は、 まるでス ピーキングの

時に 「なんで こんな簡単な表現 を練習 しな きゃいけな

解説のよ うに感 じられ るで しょうが、それ も 「自分で

いんだろ う」 と思 うこともあるかも しれ ません。 しか

使 えるか」 を意識 してほ しいか らなのです。

039

(20)But it is fun/to zip around the yardノ now and thenノ on an old′

squeaky riding iawnmowen
しか し、楽 しいのです /庭 中を勢 いよ く動 き回るのは /時 には /古 くてギー ギー鳴る芝刈 り機 に乗 って

①

先 ほどの at timesと 同 じく、now

and then(時 々)も 自分からは使

②

わ な い表 現 で はな いだ ろ うか。
「時々」に相当する表現には、ほか
にfrom time to timeな どもある。

zip 勢 いよく進 む /now and
時々/squeaky キーキ
ー いう、 きじる /1awnmower
芝刈 り機

then

(21)Last tirne/1 9ot a little too ciose/to the fiower bedノ
piowed up a few bulbs/by accident.

and

この間は/私 は少し近づき過ぎました/花 壇に/そ して幾つかの球根を掘り起こしました/誤 って
①

②
Last timeも 、 (15)の next doorと

同様 に、 名詞 句 が副詞 の働 きをす
る例。

piow up〜

〜 を掘 り起 こす /

bu:b(ユ リ・ タマネギなどの
球根
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(22)l:ooked around quicklyノ and then snliled.ノ ノNone ofthe Joneses were
watching.
私 は素早 く辺 りを見回 しま した /そ して微笑み ました 〃「ジ ョーンズ さんたち」 の誰 も見ていませんで した

①

None of the .:を 聞き取 ること自
体 はさほど問題 な いか もしれ ない
が、 日本 人の英 語 学習者 は、 得て
して否 定 語 を前 に出す否 定 文 を作
るのが苦 手。「 自分 が使 えるように

②

なること」 を目指 して、 きちん と練
習 しておきたい。

※筆写と暗唱は原則として文単位
で行いますが、文の長さの関係
で、この (22)の み 2文 を 1単 位
としています。
曇轟彗終

イ
1周 目

2周 目

⊂olumn 80%(65%?)主 義
語学の学習 は完璧 を 目指す よ りも 80%、 いや時 に

進 めて しまい、「学習が進んで いる」 とい う感覚 を維

は 65%ぐ らいを 目指す方が長続 き します。「暗唱」で

持す る方が、や る気が出て くるよ うです。「 まだ完璧

セ ンテ ンス を完全 に覚 え られな くて も、「シ ャ ドーイ

で はな い」 とい う 「欠乏感」 も、「さらに学習 を続 け

ング」 で完璧 につ いて いけな くて も、次の STEPに 進

ていこう」 とい う気持ちを生み ます。
一 方で、 それがわかっていて も 「満足感」 が欲 しく

んで いいのです。
語学では (あ るいはほかの学習で も)参 考書な どを

なる ときもあるものです。 その場合 は、一定範囲 (本

「完璧 にや った」 とい う満足感 を求 めた り、逆 に 「終

特集であれば 3つ の文 章全部)を いったん粗 めに終え

わ って いない」「完璧 でな い」 こ とに罪悪感 を感 じた

てか ら、最初 に戻 って もう一度繰 り返す と、今度 は完

りしがちです。 しか し、多 くの生徒 さんを見て きた経

璧 に近 い形 でで きる可能性 が高 ま ります。初 めか ら

験 か らする と、 それが継続 を阻害する要因 とな ってい

100%を 目指 さない、 とい うのが、 モチベー シ ョンを

ることがよ くあ ります。む しろ、やや粗 めにで も先 に

維持 しなが ら学習を続 ける コツなのです。

晰翻聯榊 ￨

MAY 2010/ENGLiSHJOURNAL 041

趙鼈κ
STEP3
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:

When I moved into my house in November of 2007,my next-door neighbors had a big "Yard of the Month"
sign in their front yard. This is an award given to one household each month for a beautifully landscaped yard.

The yard and family are featured in the local newspaper too, with lots of picttues. Moving next door to ayardof
the month winner was a Iittle intimidating. I'm not much of a gardener myself, and sometimes my grass grows a

litde too high before I have a chance to mow it. I have to admit, I would probably let it grow even higher if the
Joneses weren't next door.

I never thought about keeping up with the Thnakas i" Tokyo. My apartrnent looked like all the others on the
outside, and I enjoyed the anonymity. But it is fun to zip around the yard now and then on an old, squeaky riding

lawnmower. Iast time I got a litde too close to the flower bed and plowed up a few bulbs by accident. I looked
around quickly and then smiled. None of theJoneses were watching.

r―

ゆっくり
￢

普通

速く

1回 目

1回 目

2回 目

「L」

ヽ

Track
45

STEP4 1

Illll1lllllllllllllll!llll!lllllllllllllllll!lll!lll!llllllllll!l!!Ill1llllll1ll!!1;:111:::￨:::

イ

業妻華

聞 くだけ

スクリプトを見る
+声 大きめ

スクリプトを見ない
+声 大きめ

1回 目

1回 目

1回 目

□

:

2回 目
S〒 EPに

はもう慣れましたか ?
最後はスピーチを素材に
練習しましょう。

⊂olumn繰 り返し聞こう

042

本特集 の STEPと は別 に、⊂Dの 音声 を繰 り返 し聞

り深 く定着 します。 お薦 めは 30回 以上。練 習が終わ

くと、「正 しい音声 イメージ」 が定着 しやす くな りま

った後の素材であれ ば、それ ほ ど根 を詰 めて聞かな く

す。「英語 とは この よ うに発音 され るもの」 とい うイ

て も、単なる 「聞 き流 し」 にはな らず、効果があ りま

メージがわ くよ うにな り、 自分の発音向上や、 リス ニ

す。iPodな どのデ バ イスで 1ト ラ ックを繰 り返 す設

ングカの さらなるア ップにつ なが ります し、表現 もよ

定 に して、スキマ時間な どに聞 くといいで しょう。
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スピーチ

練習その3

最後に、オバマ大統領が、今年 2月 16日 にホワイトハウスで行ったスピーチの、冒頭の部分を使 って学習しましょう。
ここでオバマは、クリントン・ブッシュ元大統領が、大地震に見舞われたハイチの被災者支援の資金集 めを率 いること
を発表 し、アメリカ国民にも協力を呼び掛けています。

■ロロ シヤドーイング●
スクリプトを見ない
+ロ パク
1回 目

Track
46

スクリプトを見ない
+つ ぶやき声

2回 目 3回 目

1回 目

スクリプトを見る
+つ ぶやき声

2回 目 3回 目

1回 目

Good morning, everybody. In times of grcatchallenge in our(') country
and around the(') world, Americans have(') always come together to lend a
hand and to senre others and to do what's right. That's what the American
people have been doing in recent days with their extraordinrry generosity
and contributions to the Haitiailo)people.

At this moment, we're moving fonvard with one of the largest relief
efforts in our(u) history

-

to save lives and

even larger catasffophe(s). The

this is matched by

^

to(6)

deliver relief that averts(7)

ar1

two leaders with me today will ensure(t) that

historic effort that extends beyond our government,

because America has

no

greater resource than the strength and the

compassion of the American people.

Wη ustmethtteOv」 00盤ce一 ‐
an omcetheybo劇 O knowwe■ And
I'm plea∞ d量 ゴ 10 President George W Bush額

have agreed

to(,4)

lead a mttOr ilnttaiSmge

0■

Preddent Bm Chlo型

brrehi ie ClintOn BuSh

Hridn' Fund. On behalf of the American people, I want

to0,)

thank both of

you for rerurning to service and leading this urgent mission.

■1お おO a modeldhatO worko Atterthe te
B

h med dOP」 ∝ident

sim五 額島nld」 晰at(
山

ble"wlalm m恭 れ Prttdent

CI.htOn ald tte lrst Pコ

o耐 O ralttd subsm

Btth

Ю lead

a0

」」
eЮ ‐
Ш∝s hrttc Ⅷ由ms of■ at

aSter一 mOney:堕 L塾坐 量d° mVelV∝ ,de

Andthatt emcdywhattterople oflI丑

∝ident

er」 dttdК bddCOmmunid∝ ・

通
dd∝ rrately

n∝ d

まtnow。

2回 目 3回 目

(1)ourは 「アー」 ぐらいに発音さ

′
=1
解
説

れることが多い。ここでは inと つな
がって 「イナー」
。countvま でを
一気に。 /(2)「 ェナラウンダ」のよ
うになる。worldま でを一気に。 /
(3)ほ とんどAmericansに vの 音が
くっついているだけといってもいい
状態。 /(4)[h6i∫ On]。 「ヘイシャン」
に近い。
こも「イナー」。 /(6)toが 非
dが nと やや同化 して「工
常に弱く、
ンドゥ」 に近い。ただしtは わずか
に残っている。/(7)tと aが つなが
って tが d化 し、「ダラヴァーツ」。
/(8)[kOtttstrOfilo taに アクセント。
/(9)uに アクセントがあり、enが
弱いため「ゥンシューア」 のように
聞こえる。

(5)こ

二 重 母 音。 /0
二重母音。/ 2)非 常に弱く、
最後のtは 破裂させない。/Otが 、
鼻から息を抜いて発音されるために、
「クリノン」 に聞こえる。 /0→ 「ハ
ヴァグリートゥ」
。/10[h6iti]。 tが
d化 して「ヘイリー」のようになる。
/00「 ワナ」
。
00[

vol]。

[b6uO]。

O isが 極めて弱く、「ディズ」のよ
うに聞こえる。 /(18)非 常 に弱 い。
/09dと tが 同化 し、「ターントゥ」
のようになる。 /10[6i]と 発音 して
いる。 /鮨 )「 ダ レフォー ト」。 /10
thatが 弱 く、tが heと つ ながるの
だが、hが 弱いために「ダレウプト」
のように聞こえる。
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[訳 ]皆 さん、おはようございます。私たちの国、そして世界を大

もビル・クリントン大統領からも、大きな資金集めの取り組みの先

きな困難が襲うときには、アメリカ人は常に一致団結して手を差し

頭に立っていただくことへの同意を得ましたことを、私は喜んでおり

伸べ、人のために尽くし、正しいことを行ってきました。それこそが、

ます。これは「クリントン・ブッシュ・ハイチ基金」と呼ばれます。人々

最近の数日間においても、ハイチの人々に対して、アメリカ国民が

に貢献する仕事にお戻りいただくこと、この緊急を要する活動を引

非常に寛大な精神と貢献をもって行ってきていることなのです。
今この瞬間も、私たちはアメリカ史上最大級の救援活動を進め

っ張っていただくことに対し、アメリカ国民を代表して私から両大統
領に御礼を申し上げたいと思います。

ています。人命を救い、これ以上の惨事を食い止めるような援助を

これは実効性のある援助の形であります。あの恐ろしい津波がア

届けるために。お二人の指導者が今日、私と共におられ、この活

ジアを襲った後、ブッシュ大統領は、クリントン大統領と初代ブッ

動を、政府という枠組みを超えた、歴史的な取り組みによって支え

シュ大統領にお願いして、同じような資金集めの先頭に立つように

ていくことを請け合ってくれます。アメリカには、アメリカ国民の力

頼みました。その取り組みは、あの大災害の被災者のために相当な

強さと思いやりに勝る資源はないのですから。

資金を集めました。その資金が人命を救い、援助をもたらし、コミ

私とお二人は、先ほど大統領執務室で会談を行いました。お二
人ともがよく知る執務室です。ジョージ eW・ ブッシュ大統領から

が切実に必要としているものであります。

難鐵

躙

ュニティーを再建したのです。そしてそれがまさに、今ハイチの人々

STEP2 :
￢￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨口

￨￨￨￨1麒

重
露
:::'

(1)Good morning′ ノeverybody
おはようございます /皆 さん
⌒

V

②

⊂olumn発 音はやはり大切
発音の学習は極 めて重要です。英語 に関心が高 いに
もかかわ らず、発音記号す ら読 めない学習者が圧倒 的
多数なのは、驚 くべ きことです。

通 うな りして発音 を学 べ ば、河野メソッ ドの効果 も高
ま ります。
本特集の 「音声解説」で用 いているカタカナは、音

発音 には大 き く分 けて、Rや 丁Hの よ うな個々の「音

声の学習が まだ進んでいない人を考慮 に入れた、あ く

素」 と、文全体 を発音す る際の 「 リズム」 の側 面があ

まで も過渡的な手段です。初心者 には有効ですが、当

ります。「シャ ドーイ ング」 はこの うち 「 リズム」 の

然、限界 もあ ります。ぜ ひ早 い機会 に発音学習 に取 り

側 面 に効 く学習法ですが、「音素」 は別途学んで いた

「音素」はもちろんの こと、で きれば「アクセ ン ト」
組み、

だ く必要があ ります。市販の参考書 を使 った り学校 に
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「音 の変 化」 まで押 さえてお くことをお薦 め します。

(2)in tiFneS Of great Challengeノ in our country and arOund the WOrid″ ノ
Arnericans have always COme tOgetherノ to lend a handノ and to serve
othersノ and to do whatt right.
大 きな困難の ときには /私 たちの国、そ して世界中において /ア メ リカ人は常に団結 して きました /手 を貸すた
めに /そ してほかの人たちの役 に立 つために /そ して正 しいことをするために

①

s
(〜 のときには)の ―
に 注 意。cha‖ engeの 意 味 は
difficultyに 近 く、 日本語の 「チャ
レンジ」 とはニュアンスが違う。英
語で 3つ 以上のものを並列すると
きは A′ B′ and⊂ が基本だが、to

in times of〜

②

lend...and to serve...and to do

はA and B and⊂ の形になってい
る。こちらも時々見掛ける形。
in times of〜

〜のときには/

come together 一致する、団
結する/1end a
す/serve(〜
立つ

hand 手を貸
[人 ]の )役 に

(3) Thafs what the American people have been doing / in recent days / with
their extraordinary generosity and contributions / to the Haitian people.
それがアメリカ国民が してきていることです /最 近の数 日間でも /非 常な寛大 さと貢献をもって /ハ イチの人々に

①

what節 が補語。現在完了進行形

②

(have been doing)を 使 うと、現
在完了形よりも「ずっとやってきて
いる」感 じや 「動きが続いている」
感じが増す。generosityは「寛大さ」
とい う抽 象 概 念 で あ る 一 方、
contributionsは 「(あ れや これや
の具体的な)貢 献」を意味 してい
sの 有無でわかる。
ることが ―
驚くべき、並:外
れた/generosity 寛大、寛容、
度量の大きさ/contribution to
〜 〜 へ の貢献、 〜 へ の寄 与 /
Haitian ハイチの

extraordinary

¨
轟¨
¨
榊¨
¨
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(4)At this moment′ ノlwerre moving forwardノ lwith one of the largest
loHじ
reilef e口
ノin our historyノ ーーto save livesノ and to deliver reliefノ
「
that ave‖
ts an even iarger catastrophe.

今 この瞬間も /私 たちは進めています /最 も大 きな救援活動の一 つ を /私 たちの歴史上の
めに /そ して援助を届 けるために /よ り大 きな災害を防 ぐ

/一

人命を救 うた

①

②

move forward wlth〜 はここでは
「〜を進める」 くらいの意味。even
は比較級の強調。

ef 救 済、 救 援 /effort
努力、 (目 的達成のための)行 動
re‖

/save‖ ves 命 を 救 う ★
vesは ‖
fe(生 命)の 複数形。 /
‖
de‖ ver

￨

華

轟一
鐵一一
鐵¨鼎
轟ダ以響一

ｍｙ木辟

一
一檬一一
曇一
癬一一
轟¨暉 一撻一一
総一
褻

撻華

鰊輻
輻輻
鶉蝠
躙

鰊
躙輻
輻輻
躙輻

届 ける/ave威 避 け
る/catastrophe 大惨 事、大
災害

⊂olumnス ピーキングヘの応用
「 ア ウ トプ ッ トを意識 す る」 とは い え、 本 特 集 で

② 「想起訓練」を行う。通勤・通学中などの細切れ時

は リス ニ ング カ の向上 とい う目的のた め に最適 化 し

間にパ ッセージを思い出す。ポケットにスクリプ トの

た STEPを 組んで い ます。 しか し以下 に挙 げる 「追加

コピー を入れてお き、忘れて しまつた ところを確認す

STEP」

を行 えば、 よ り効果 的なス ピー キ ングの 練 習

る。何度 か繰 り返 して、90%ぐ らいの完成度 を 目指す。

朧瞬 障脚露暉

一
難¨¨
轟¨¨
難一¨

にな ります。

和訳を見て英語 に訳 し直すの もいい。

①今 回の STEP全 体 を 2回 3回 と繰 り返 し、 パ ッセー

新たな英文を作 つてみる。
③学んだ表現の一部を変え、

「覚えよ う」
ジ全体 を 50%以 上覚えている状態 にする。

または、 スク リプ トから離れて自分で自由に英文を作

と意識す るので はな く、「繰 り返 した結果、覚 えて し

り、その中で学んだ表現を使 ってみる。

一
灘一轟 難灘

まった」 となるのが理想。
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躙

(5)The two leaders with me todayノ will ensure/that this iS FnatChed by a

historic effortノ that extends beyond our government′ ノbecause
Arnerica has no greater resource/than the strength and the COmpassion
of the American people.

私 と今 日共にいる二人の指導者は /保 証 します /こ れ (救 援活動)が 歴史的努力によって合わされるように /私 たち
の政府を超えて広がる /ア メリカはより偉大な資源を持たな いからです /ア メリカ国民の力や思 いや り以上に

①
このセンテンスは 4つ も節があって
長いが、このようなものこそ焦らず、
文法に沿ってゆっくり組み立てる意
識で練習しよう。実力を付けるチャ
ンスと考えてじっくり取 り組みたい。
this is rnatched by a hlstoric

effort...は 「今も大きな救援活
動が行われているが、これに匹敵
するだけの (元 大統領が率いる資
金集めという)歴 史的な努力を組
み合わせ、支えていかなければなら
な い 」 とい うニ ュア ンス。no
greater source thanの ように <否
定語+比 較級 >で 「最上級」を表
す表現も、耳で聞いてピンと来ず、
自分からは使いにくい。

②

ensure 保証する、請け合う/

match(〜 に)匹 敵する、 (〜

)

と対等である/extend 伸びる、
広がる/beyond〜 〜を超え
て、〜の彼方に/strength 力、
強さ/compassion 深 い思い
やり、同情

(6) We just met

/ in the Oval Office I

an office / they both know wel!.
私たちはた った今、会合を した ところです /大 統領執務室で /― 執務室です /彼 ら二人共がよ く知る

①

■■苺

theyの 間に関係代名詞の
省略がある。

officeと

②

the Ovai Office(ホ ワイトハウ
スにある)大 統領執務室
＝

響

■ ■■ 一

彗
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that President(3eorge W.Bush and President BIll
CIinton have agreed to leadノ a malor fundraising e刊 Fort for relief:ノ
the Clinton Bush Haiti Fund.

(7)And i′ Fn pleaSedノ

そ して私 は喜んでいます /ジ ョージ OW・ ブ ッシュ大統領 とビル・ ク リン トン大統領が先頭に立つことに同意
して くれて /救 援のための大 きな資金集めの取 り組みの /「 ク リン トン・ブッシュ・ハ イチ基金」 という

①

この that節 は 「感情の理由」と呼
ばれる用法で、ここでは pleased(喜
んでいる)の 説 明になっている。
have agreedの 「合意 して今 に至
る」 → 「今はその合意の下に、動
ける状態だ」というニュアンスを味
わおう。先ほどの a historic effo威
もそうだが、ここでもeffo威 には a
が付いている。ハイチの救援活動、
あるいは資金を集める運動そのもの
を一つの具体的イベントと見ている
ことがわかる。より抽象的な 「努力
というもの」という意味では無冠詞
になる。

②

fundraising 資金 調 達 の、 寄
付金集めの
華

(8)On behalf of the American peopie″ ノI wantto thank both of youノ for
returning to serviceノ and leading this urgent mission.
アメ リカ国民を代表 して /私 はあなたがたお二人 に感謝 します /職 務にお戻 りいただいたことに /そ してこの
緊急の任務を率 いていただ くことに

器¨
欄一鼎

①

ここでは「アメリカ国民を
はじめとして、世界の人々に尽 くす
という職務」ぐらいの意味で使われ
ている。

seⅣ iceは

②

on behalf of〜 ^Vを 代表 して、
〜のために/service 業務、任
務 /urgent 緊急の、急を要す
る/mission 使命、任務
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(9)This is a rnodelノ that works.
これは形態です /実 際に効果がある

①

②

丁hisは 前の内容を受 けて、「元大
統領が資金集め運動の先頭に立つ
こと」を指す。modelは 「(そ うし
た活動の)形 態」
。worksは 「実
際に効果がある」 ぐらいの意味で、
直後 に「アジアで起こった津波の
時も元大統領が先頭になって資金
集めが成功 したという実績がある」
という例が述べられている。

(10)Aller the terrible tsunamiin Asiarノ President Bush turned to President
Ciinton and the first President Bush/to lead a sirnilar fund.
アジアにおけるあの恐ろ しい津波の後 /ブ ッシュ大統領 はク リン トン大統領 と初代 ブ ッシ ュ大統領 にお願 い し
ました /同 様の基金の先頭 に立 って くれるように

①

turn to A to doは 、ask A to do
に近 く、「Aに 〜 してほ しいとお願
いする、頼 る」 ぐらいの意 味。

②

the terrib:e tsunarni iǹAsia
☆ 2004年 12月 に起 きたインドネ
シア・ スマ トラ島沖 地 震 を指す。

/the first President Bush
★ ア メ リカ の 第 41代 大 統 領
(1989‑93在 任 )。 第 43代 大 統
領だ ったジョージ・WOブ ッシュ
(2001‑09在 任)の 父。
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(11)That effOrt raiSed SubStantial reSOurCeS/fOr the ViCtirnS Of that
disasterノ ーーmoney that helped save:ives″ ノdeliver aldノ and rebuild
cornrnunities.
その取 り組みは相当な資金を集 めました /あ の災害の被災者のために /― 命を救 うのに役立 ったお金です
/援 助を届 けるのに /そ して コ ミュニティーを復興 させるのに

①

rnoney that

は substantial

resourcesを 言い換えて詳 しく述 べ

た もの で、 い わ ゆ る「 同 格 」
。
helped save〜 は help do(〜 する
のを助 ける)の 形で、help O do
の Oを 明示 しない形と解釈できる。
イギリスでは help to doと するのが
基本。

②

raise (〜 [金 ]を )集 める、調
達する/substantial(量 ・大
きさなどが)十 分な、かなりの/
resource 資 金、 財 源 /
victim 被 害 者、 被 災 者 /
disaster 災 害、 天 災 /aid
援助、
救援/rebu‖ d 再建する、
復興する

(12)And thatt exactlyノ what the people of Haiti desperately needノ
right novv.
そ してそれが まさに /ハ イチの人々が切実に必 要 としていることなのです /今 この時に

①

that is what節 の形 も、thatの 内
容 を詳 しく説 明するの に便 利 な表

②

現。

desperately 切 実 に、 ひどく

1周 目

□
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2周 目

コヨ閂融
Goodmoming,everybody. Intimesofgreatchallengeinourcountryandaroundtheworld,Americanshave
always come together to lend a hand and to serve others and to do what's right. That's what the American people
have been doing in recent days with their extraordinary generosity and contributions to the Haitian people.

At this moment, we're moving forward with one of the largest relief efforts in our history

-

to save Iives and

to deliver relief that averm an even larger catastrophe. The two leaders with me today will ensure that this

is

matched by a historic effort that extends beyond our govemment, because America has no greater resource than
the strength and the compassion of the American pmple.

We just met in the Oval Office

-

an office they both know well. And I'm pleased that President George'W

Bush and President Bill Clinton have agreed to lead a major fundraising effort for reliefi the Clinton Bush Haiti

Fund. On behalf of the American people, I want to thank both of you for retuming to service and leading this
urgent mission.

This is a model that works. After the tenible tsunami in fuia, President Bush tumed to President Clinton and

the fust President Bush to lead a similar fund. That effort raised substantial resources for the victims of that
disaster

-

money that helped save lives, deliver aid and rebuild communities. And that's exacdy what the people

of Haiti desperately need right now.

ゆっくり

普通

速く

1回 目

1回 目

1回 目

2回

目

□

■■■ シャドーイング0

Track
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聞 くだけ

スクリプ トを見る
+声 大きめ

スクリプ トを見ない
+声 大きめ

1回 目

1回 目

1回 目

2回 目

□

トレーニングは以上で終わ り
です。お疲れさまでした
!
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