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はじめに

公民権運動に身を投じたキング牧師の有名な演説「I have a dream.（私には夢がある）
」をサ
ンプリング（p. 107 参照）したラップ・ミュージックが印象的な映画『フリーダム・ライター
（2007 年）は、アカデミー主演女優賞を２度受賞しているヒラリー・スワンクが資金を出し
ズ』
て、自分が主人公を演じながら総監督をして世に送りだしたものです。カリフォルニア州の高校
の国語教師エリン・グルーウェルと彼女の生徒たちが、自らの体験を著して全米ベストセラーと
なった The Freedom Writers Diary (1999) をもとにして、この映画が製作されました。
ヒラリー・スワンク演じるエリンがウィルソン高校の新任教師として仕事を始めた 1990 年代
のアメリカは、ロス暴動（p. vi 参照）が象徴するように、人種間の対立が深まりつつある時代で
した。人種統合教育という名のもとに様々な人種が交じり合うウィルソン高校は、まさにその時
代と同じ問題をかかえていたのです。しかし、エリンは、異人種同士のいさかいが絶えないクラ
スを、最後には、白人、黒人、アジア系とラテン系の生徒も交え、国境の無いクラス、人種を超
えたクラスに変貌させました。そして教育とは無縁であった子どもたちは大学進学と社会進出を
するまでになりました。エリンが、
「このクラスは一つの家族になったのです。203 教室はあの
子達の家のようなものです。信頼という絆がお互いを包み込んでいるのです。
」と述べているよ
うに、人間関係で結ばれた強靭な絆が、人種差別という壁や貧富の格差や偏見に満ちた社会の壁
を取り払い、人間としての自信と信頼、やればできるという希望と実行力、人の痛みは自分の痛
みであり、人の喜びは自分の喜びであるという共有の精神を生み出していきました。教育の意味
と勇気を持って行動することの大切さを教えてくれる作品です。
この秀逸な映画を使って、生きた英語を学ぶだけでなく、さまざまな問題を抱えるアメリカ社
会についても知ってもらいたいという主旨でこの教科書が誕生しました。本書は 2 部構成になっ
ています。映画のスクリプトに重点を置いた総合英語の部と映画の背景であるアメリカ文化に視
点を置いた「映画『フリーダム・ライターズ』の背景」の部です。
社会の底辺でさまよっている生徒たちのセリフは速くてスラングが多く、最初は聞き取りにく
いのですが、教育が身に付くにつれて言葉使いが変わっていくことにも注目してください。そし
て、各場面に効果的に挿入される歌の数々も楽しんでください。
なお、この映画に関しては、下記の公式サイトもご覧ください。予告編に加え、出演者たちや
エリン ･ グルーウェル本人のインタビュー、主題歌 A Dream” の music video などが公開され
ています。http://www.freedomwriters.com/
最後に、この教科書の作成にあたりご尽力をいただいた音羽書房鶴見書店の荒川昌史さん、ま
た素晴らしいイラストを描いてくれた大学生の皆さんに、この場を借りて心から御礼申し上げます。

2010 年 8 月
編著者
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本書の使い方

▼ チャプター紹介
本書は 16 のチャプターで構成されています。DVD を見る前に、各チャプターの初めの和文を読んで
内容を予測してみましょう。

▼ Vocabulary
各チャプターで取り上げたシーンの中で高校学習レベル以上、使用頻度の高いもの、またはシーンを
理解する上でキーワードとなるような 10 語句 を厳選しました。 A は、Featured Scene(s) に出る順
番に並んだ 10 語句を、ランダムに提示された日本語訳と結びつける問題です。 B は、A で提示され
た 10 語句のいずれかを使用して空欄を埋める問題です。語句の形を変える場合もあります。

▼ First Viewing

DVD を見て、出来事の起こった順に番号を打つ問題です。英語がわからなくても映像を見ればわか
るようになっています。

▼ Featured Scene(s)

特に重要と思われるシーンの script が載っています。Notes には、辞書を引いただけでは理解できな

いと思われる語彙を提示しました。

▼ Listening Exercise

Featured Scene(s) の 5 箇所が空欄になっています。CD を聴いて、穴埋めしてみましょう。

▼ Second Viewing

Featured Scene(s) の内容に関する問題です。True/False Questions と Multiple choice Questions
の 2 種類があります。

▼ Grammar & Expressions

Featured Scene(s) の中の重要な文法項目や英語表現を使った英文の並び替え問題です。

▼ Dialogue

チャプターの内容に関連した短い会話文です。語句を入れ替えながら、または CD を聞いて語彙の穴

埋めをした後で、ペアで対話練習をしてみましょう。

▼ Expansion

チャプターの内容に関連した Discussion Topic です。英語で難しければ日本語で、クラスメートと
話し合ってみましょう。また、インターネットサーチのための問題も提示されています。

▼ 映画「フリーダム・ライターズ」の背景
チャプターに関連するアメリカの社会、歴史、文化についての内容です。特に興味のあるものに関し
て、自分でさらに調べてみましょう。
（Notes では、p. 4 以外で「背景」と省略）
なお、登場人物の紹介に焦点をおいた 2 章と、まとめの章と位置づけた 16 章では、上記のセクショ
ンの一部のみを取り扱っています。
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映画『フリーダム・ライターズ』の背景〈1〉
ロス暴動
この映画は、アメリカ社会にかかわるさまざまなキーワードを理解しないと、十分理解
できないところがある。そのため、各章の終わりで映画『フリーダム ･ ライターズ』の背
景として、そのキーワードを解説していく。
まず手始めに、ロス暴動というキーワードから始めると、映画の撮影された背景となっ
た 1993 年前後のアメリカの状況がよく理解できるだろう。
映画の始めに衝撃的に映し出される映像は、1992 年 4 月 29 日から 5 月初めにかけて
ロサンゼルスで発生したロス暴動である。ロス市警や韓国系の商店などが黒人たちの襲撃
の対象となった。死者 50 人から 60 人、逮捕者 1 万 4 千人、放火されたり、倒壊した家
屋は 5 千軒という甚大な被害であった。
直接の引き金となったのは、ロドニー ･ キング事件であると言われている。ロス市警の
警察官が、スピード違反で逃走した黒人のキングを過剰に暴行し、重傷を負わせる場面が
ビデオで撮影され、その衝撃的な映像がニュースで公開された。それにもかかわらず、警
察官は無罪判決を受けたために黒人たちの怒りが爆発したのだ。この事件は、ロス市警が
黒人に対して恒常的に行っていた差別的暴力を象徴していた。また、経済的成功を収めて
いた新参の韓国系移民と、社会の底辺に取り残された黒人との確執もあった。しかし、根
本的な原因は、もっと前から、少しずつ蓄積されていた。ロドニー・キング事件は、ガス
のように鬱積したその不満に引火する火花にすぎなかった。

1960 年代の公民権運動（Chapter 3 参照）で、黒人たちは法的な平等を獲得した。しか
し、経済的な平等は、現在に至るまで、手にしていない。主たる要因は、レーガン政権の
経済政策に始まった。大きな政府から小さな政府へと転換が図られ、福祉への資金が大幅
に削られ、富裕層が優遇された。さらに、労働者の権利を守る組合つぶしが行われ、最低
賃金が切り下げられて、貧富の格差が拡大していった。製品製造コストを抑えるためにラ
テン系移民などの出稼ぎの人々が利用された結果、多くの人が嫌がるような低賃金の仕事
さえ、黒人は移民に奪われてしまった。黒人たちの中にも、公民権運動の成果もあり、社
会的に高い地位と富を手にする者、ミドルクラスに上昇できるものも増えた一方で、レー
ガン大統領の経済政策は、貧困、犯罪、ギャング抗争などの暴力から脱出することができ
ないアンダークラスの人々から救済への道を絶ってしまった。
この映画の主題歌には、キング牧師の「私には夢がある」の演説の声が編みこまれてい
る。1968 年、マーティン・ルーサー・キング, Jr. 牧師が暗殺された直後も、夢の挫折に
対して絶望した黒人による暴動が各地で発生した。死の直前、キング牧師は、人種を超え
た貧者の団結を図るために「貧者の行進」を計画していた。しかし、人種間の経済格差は
是正されないまま、その問題はこの映画の舞台となる 90 年代まで持ち越され、そしてオ
バマ大統領が誕生した現在も、キングの夢は果たされているとは言えない。
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Chapter

1

人種間の対立
[DVD 00:00:33~00:06:24]

エバ・ベニテスは日記に「アメリカではすべては肌の色で決まる。人種間の対立は
世代を超えて受け継がれる。
」と書いています。エバが命をかけて守るのは何でしょ
う？

エバが通うウィルソン高校に着任した新米教師エリン・グルーウェルが国語科

主任のマーガレット・キャンベルに授業案を見せます。主任は授業の難易度を下げる
ように提案します。なぜでしょう？ またエリンは何をしたいのでしょうか？

Vocabulary

1

A. Match each word or phrase with its meaning in Japanese.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

territory
whereabouts
revise
score
waste
scholastic
voluntary
defend
courtroom
deal with

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

学校の
なわばり、領域
弁護する
見直す
点数
居場所
法廷
対処する
自発的な
むだにする

2

B. Complete each sentence using one of the words or phrases listed above.
You may sometimes have to change the word form.

1.
2.
3.
4.
5.

He is more interested in sports than (
) achievement.
), it will be difficult to study abroad.
If you don’t get a good TOEFL (
) your time playing video games.
Don’t (
) himself in court.
In the movie “Philadelphia”, a lawyer has to (
).
Nobody knows the spy’s (

1

FREEDOM WRITERS

First Viewing
Watch the whole chapter and put the events in the correct order.

___1___ Eva, as a child, sees a Latino man shot dead across the street.
_______ Eva and her boyfriend Paco are chased by two Asians along the street.
_______ Two white policemen come into Eva’s house to arrest her innocent
father.
_______ An 11-year-old Eva is being beaten up by Latino gang members.
_______ Erin visits Margaret Campbell, the head of the English department, to
show her lesson plans.

Featured Scenes

DVD 00:01:30~00:06:24

Eva’s monologue
3

Eva: In America, a girl can be crowned a princess for her beauty and her grace.
But an Aztec princess is chosen for her blood . . . to fight for her people, as
Papi and his father fought against those who say we are less than they are,
).
who say we are not equal in ① (
②
), and I was waiting
It was (
). And I saw the
for my father to ③ (
war for the first time. They took my father for retaliation. He was innocent,
but they took him because he was respected by my people. They called
④(
) because we fight for our America.
When I got my initiation into the gang life, I became third generation. They
).
beat you so you won’t break. ⑤ (

Notes
3 Aztec 「アステカ族」メキシコ先住民の一つ。1519 年に Cortez に征服され
た。／ 4 Papi 「（スペイン語の）お父さん」／ 11 initiation 「入会式」

2

5

10

Chapter 1 人種間の対立

4

In Long Beach, it all comes down to what you look like. If you’re Latino or
Asian or Black, you could get blasted any time you walk out your door. We
fight each other for territory. We kill each other over race, pride and respect.
We fight for what is ours.
They think they’re winning by jumping me now, but soon they’re all going
down. War has been declared.

15

At the teachers’ lounge
5

Margaret: Here’s your coffee.
Erin: Thank you. I brought my lesson plans. I’d love it if you’d look them over.
Margaret: Yes, and these are the classes you’ll start with. Freshman English, four
classes, about 150 students in all. Some of them are just out of juvenile hall.
One or two might be wearing ankle cuffs to monitor their whereabouts. And
you see here, we’ll have to revise your lesson plans. And if you look at their
scores, these vocabulary lists and some of these, the books, Homer’s The
Odyssey, they’re gonna be too difficult for them.
Erin: All right.
Margaret: Also, for most of them to get here it takes three buses, almost 90
minutes each way.
Erin: My God.
Margaret: So I wouldn’t give them too much of a homework load. You’ll just be
wasting a lot of time following up on overdue work.
Erin: All right. Thank you.

Notes
13 come down (to) 「結局〜ということになる」／ 14 get blasted 「銃撃される」／ 17 jump 「急
に襲う」／ 17– go down 「負ける、屈服する」／ 23 juvenile hall 「少年院」reform school とも
いう。／ 24 ankle cuffs 「cf. handcuffs（手錠）に対し足首につける刑具」ここでは居場所を知ら
せる発信機。／ 26– Homer’s The Odyssey 「ホメロスの『オデュッセイア』」古代ギリシアの詩
人ホメロスの書いた叙事詩で、トロイ戦争に勝利した英雄オデュッセウスが祖国に凱旋するまでの
10 年間の放浪の旅を綴った詩。／ 27 gonna

going to の短縮形。／ 33 follow up on 「〜を徹底

的に追求する」／ overdue 「遅れた」
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Margaret : You’re from Newport Beach?
Erin: Yes.
Margaret: It’s too bad you weren’t here even two years ago, you know. We used
to have one of the highest scholastic records in the district, but since voluntary
integration was suggested, we’ve lost over 75% of our strongest students.
Erin: Well, actually I chose Wilson because of the integration program.
I think what’s happening here is really exciting, don’t you? My father was
involved in the civil rights movement. And I remember when I was watching
the LA riots on TV, I was thinking of going to law school at the time. And I
thought, “God, by the time you’re defending a kid in a courtroom, the battle’s
already lost.” I think the real fighting should happen here in the classroom.
Margaret: Well, that’s a very . . . well-thought-out phrase. Erin, I think you’re
a lovely, intelligent woman. But you’re a first-time teacher. As head of this
department, I have to be confident you’re capable of dealing with what we
have to face here.
Erin: I am. I know I have a lot to learn as a teacher, but I’m a really good student.
I am, and I really want to be here.
Margaret: Those are lovely pearls.
Erin: Thank you. From my father.
Margaret: I wouldn’t wear them to class.
Notes
35 Newport Beach 「ニューポートビーチ」‘American Riviera’ とも呼ばれるカリフォルニア州南西
部の太平洋に面した高級住宅街、保養地。cf. Wilson 高校のある Long Beach とは対照的に安全な地
区。／ 38 district 「学区」／ 39 integration 「（学校などの）人種［宗教］差別廃止、人種統合政策」
詳しくは、［映画『フリーダム・ライターズ』の背景］（以下［背景］）の〈２〉(p. 14) を参照。／ 42
the civil rights movement 「公民権運動」詳しくは［背景］
〈３〉(p. 21) 参照。／ 43 the LA riots
「ロス暴動」詳しくは［背景］
〈1〉(p. iv) 参照。／ 46 well-thought-out 「十分に考えた」

Listening
3

Listen to the CD and fill in the missing parts of the featured scenes.
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Chapter 1 人種間の対立

Second Viewing

DVD 00:01:40~00:06:19

Watch the scene again and choose the best answer for each question.

1. How many freshman English classes and how many students is Erin going to
teach?
a) Two classes and about 50 students
b) Three classes and about 100 students
c) Four classes and about 150 students
2. How many buses and how long does it take most of her students to get to
school?
a) One bus and almost 70 minutes
b) Two buses and almost 90 minutes
c) Three buses and almost one hour and a half
3. According to Ms. Campbell, what percentage of their strongest students
have they lost at Wilson High School?
a) 17 %
b) 70 %
c) over 75 %
4. Who was involved in the civil rights movement?
a) Erin
b) Erin’s father
c) Erin’s husband

Grammar & Expressions
Put the words in the parentheses into the right order to complete the sentence
in English, according to the Japanese translation.

1.

履歴書を持参しました。目を通していただけるとたいへん嬉しいです。

I brought my resume. I’d be very grateful ( look / you’d / if / it / over ).
2.

以前は東京の中心部で働いていましたが、今は郊外で働いています。

( I / work / used / in / to ) central Tokyo, but now I work in the suburbs.
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3.

グリーンカードの制度があるからアメリカに来ることができました。

I was able to come ( to / because / the / USA / of ) the green card system.
4.

私は平和会議に参加しました。

I ( was / peacekeeping / in / involved / the ) conference.
5.

王子が城に到着するまでに、両親は魔法で石に変えられました。

( the / prince / the / By / time ) arrived at his castle, his parents had been
turned into stone.

Dialogue
6

Practice the dialogue and then substitute your own answers.

A:
B:
A:
B:

Where are you from?
I’m from Newport Beach.
How long does it take you to get here?
It takes almost 90 minutes each way.

Expansion
A. What do you remember about your first day at school? How did you feel?
B.

エリンがパールのネックレスをつけているのを見て、マーガレットは「私ならクラスにはつ
けていかないわ」と言っています。なぜだと思いますか？
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リスニングのヒント

─英語の発音とリズム

英語学習者に理想の英語力について尋ねると、
「映画を字幕なしで見たい、生で理解したい」と
いう答えが多く返ってきます。皆さんの英語を聞く力はどれくらいですか？

聞こえないものと

諦めてはいませんか？
英語が聞こえないのは国語の違いです。安心して一緒に勉強しましょう。ヒントがあります。そ
れを基に本物の英語の真似（シャドーイング）をして耳を鍛え、口に出して練習（プラクティ
ス）しましょう。聞こえるようになります。話せるようになります。

ヒント

1

日本語にも英語にも子音と母音があります。日本語の子音は「ン」以外単独で発音されることは
なく、母音と対になって発音されます。一方、英語では必ずしも子音と母音は対になって発音さ
れません。この違いが、英語が聞こえない原因の一つなのです。

1 章のエバの独白の単語を発音し比較してみましょう。
GIrl（ ガ ー ル、shoujo）、cROwn（ ク ラ ウ ン、oukan wo sazukeru）、pRInCEss（ プ リ ン セ ス、
oujo）、FIght（ファイト、tatakai）、FIrst（ファースト、ichibanmeno）
英語も子音＋母音（大文字の箇所）ははっきりと発音されていますが、子音の部分（-rl, wn,
-ss, -rst, -ght など）は音が聞き取りにくいのです。逆に日本語はほぼすべての場合で、子音と
母音が一対一で対応しはっきり聞こえます。

ヒント

2

英語の子音は発音の仕方で閉鎖音や摩擦音などに分類されます。子音で終る単語がたくさんある
英語は音の弱化により、書いてある英語を読むときは問題なくても、耳から聞く英語は尻切れト
ンボの形で聞こえてきます。これが、日本人の耳には弱点になります。

ヒント

3

それでも聞こえない、無理だと思った方も安心してください。英語も日本語も意味を伝える単語
（内容語）は強く、はっきり表現されるのです。内容を伝える内容語（名詞、動詞，形容詞、副
詞など）に集中して聞く習慣をつけましょう。内容語と機能語（文を作るのに必要な単語：冠
詞、前置詞、代名詞、関係詞、接続詞、be 動詞など）は英語の場合、交互に表われる傾向があ
ります。つまり、強弱（または弱強）のリズムが繰り返されるのです。
（

○

弱

○強）

＊ In America, a girl can be crowned a princess for her beauty and her grace.
○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○
○
（アメリカでは、女の子は王女になれます、彼女の美しさと品の良さからです。）

★ 機能語は、canbe, forher, andher, のように 2 語、3 語をまとめて 1 語のように、弱く、
速く発音することが多いのです。その結果、英語のリズムが整い、内容語が強く、はっきり
伝達されます。内容語（大きい○）を文頭から日本語にするだけで意味が通じます。
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ヒント

4

英語のリズムは強弱が一定の間隔で繰り返されます。そのためにリズム合わせが行われます。そ
れが単語の連結や、脱落や、同化という現象を起こします。
★ 連結

In America, a girl can be crowned a princess for her beauty and her grace.
In + America = inaMErica,

crowned + a = cROwnda

子音と母音がくっつく現象が連結です。

it all（イトール）、love it（ラビット）、in all（イノール）などもその例です。
★ 脱落

ﬁrst day（ファースデイ）、ﬁrst time（ファースタイム）、get blasted（ゲッブラステッドゥ）な
どの t が、また third generation（サージェネレーション）などの d が発音されません。リズム
を整え、すばやく、歯切れ良く話すための手段です。
★ 同化
子音が続いたときに、一方が他方に影響を及ぼし、双方が影響しあうことで別の音に聞こえる現
象を同化といいます。

t + you: want you（ウォンチュ）、meet you（ミーチュ）
d + you: need you（ニーヂゥ）、hold you（ホゥルヂゥ）、would you（ゥヂゥ）、
did you（ディヂゥ）
s + you: miss you（ミシュー）、bless you（ブレシュー）
英語を聞きとるために重要なことは強弱のリズムに慣れることです。 DVD の英語をたくさん聞
いて生の英語を味わってみましょう。
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