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まえがき

学生の皆さんへ
英語を長年学習してきたにもかかわらず、外国人に英語で話しかけられた時に、また、
洋画の英語を聞いた時に、あるいは、英語ニュースを聞いた時に、話された内容をよく理
解できないことがありませんか？ そのよく理解できない英語を文字で読めば理解できる
のに、音声をとおすと理解ができなくなることが多くありませんか？
私の経験から言えば、この原因がとにかく「英語を聞く時間の絶対的な少なさ」にある
ことは間違いありません。逆に言えば、
「英語を大量に聞けば誰でもある程度は英語を正
確に聞き取れるようになる」ということです。
私は 20 代の頃、英語雑誌の編集者でした。その雑誌にはラジオ番組が数多く付いてい
て、私は入社２年目で、ある番組のディレクターに起用されたのです。仕事の引継ぎで番
組のパーソナリティー、前任ディレクターと打ち合わせをすると、何とその番組は「オー
ル・イングリッシュ」の番組ではありませんか。今から思えば英語のリスニング能力の欠
如した私に対して何とも無謀な起用をしたと言えますが、若かった私は会社に対してそん
な批判をするより、ただ皆さんに迷惑をかけてはいけないという思いで必死にその番組に
喰らいつきました。
しかし、困りました。番組の放送時間は 22 分 30 秒なのですが、番組のパーソナリティ
ーの方が破天荒の先生で、台本は無し、テーマと何本かのコーナー・タイトルが決まって
いるだけでほぼ即興的に収録が始まります。当然、収録時間は大幅オーバー。その収録テ
ープを会社に持ち帰り、何度も何度も何度も……聞いて 22 分 30 秒に収めるように自分で
編集するのです。編集といっても当時はオープンリールのテープ（19 センチ？で１秒分）
をナイフで切り取って編集をします。最初のうち英語はお経のようなもので、何を言って
いるのか全く分かりません。助けてくれる人は誰もいません。私はその収録テープを本当
に何度も何度も聞いて、止めて、戻り、聞いて、止めて、テープ切り取り、聞いて……テ
ープ切り取り、延々と繰り返しました。
するとどうでしょう、段々とお経が英語の話し言葉として聞き取れるようになってきた
のです。もちろん失敗も数多くしましたが、このような経験を 4、5 年続けました。その時
は気が付きませんでしたが、これが私のリスニング能力の基礎となっていたのです。
前置きが長くなりましたが、
「集中して繰り返し聞くこと」の重要性をお伝えしたかっ
たのです。本教材は日常生活でよく耳にする英語を「テーマ、トピック的なもの」と「機
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能的なもの」という２つの概要に分けてそれぞれを 15 ユニットに配し、限られた紙幅の
なかで出来る限りまとめてみました。日常生活で用いられる機会が多いものばかりですか
ら、繰り返し聞いて「耳で理解する」練習をしてください。授業の時だけ聞いただけでは
効果が上がりません。月並みですが「繰り返し聞くこと」しかリスニング能力をアップさ
せる方法はないのです。そして、聞き取った英文をまねて口に出して言う練習、その英語
を書く練習をしてください。
本書をきっかけにして、自分で好きな、興味のある英語素材を何度も繰り返し聞く習慣
をつけて、皆さんのリスニング能力が高まればうれしい限りです。
2011 年 秋
編著者代表 西 谷 恒 志
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教材の構成と利用法

● 全 Unit の構成
全体で 15 の Unit から成り、各 Unit は２つのセクション (§) で構成されています。§1 は「場
面・テーマ」シラバス、§2 は「ノーション・ファンクション」シラバスを採用しています。
§1

Unit

§2

1

トラブル・困難

位置・場所

2

乗り物（電車・バス / 車 / タクシー）

時間・期間、頻度

3

ショッピング

数量・距離・長さ

4

スポーツ・エンターテインメント

感情表現

5

食事 / レストラン

勧誘 / 提案、依頼

6

旅行・レジャー

判断・評価

7

ビジネス、オフィス

経験・完了

8

インターネット・コンピュータ関連

情報の交換

9

金銭・費用関連

方法・手段

10

ホテルで

原因・理由

11

天候

予定 / 日程 / 計画

12

電話

許可 / 義務・必要

13

学校

賛成 / 不賛成；否定・拒否

14

家庭（食卓中心）

可能性

15

健康

目的

● 各 Unit の構成と学習法 ＊◎は収録箇所
セクション (§) ごとに

Training: ◎
CD の音声を聞き取り、1 つの空所（

）に１つの単語を書き入れます。おもに音変化

のある個所を聞き取るトレーニングです。

Model Expressions: ◎
セクションのテーマについて、代表的な表現・語句をとりあげ、例文を付してあります。
覚えてしまうぐらい何度も聞いて、何度もリピートしてください。
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教材の構成と利用法

関連語句 :
Model Expressions では取り上げていないが、セクションのテーマに関連した頻出語句で
す。あとの Dictation Check で出てくることもあるので、しっかり学習してください。

Dictation Check: ◎
それまでに学習した表現・語句を含んだミニ・チェックです。CD を聞いて 1 つの空所
（

）に１つの単語を書き入れます。

Exercises:（Exercises の音声は教授用 CD にだけ収録されています。）
Unit の総仕上げです。1 はディクテーション。2 は TOEIC の Part 1（写真描写問題）形式、
3 は TOEIC の Part 2（応答問題）形式となっています。4、5 は同じく TOEIC の Part 3（会
話問題）、Part 4（説明文問題）形式となっています。なお、Exercise 4 と Exercise 5 は
巻末の解答用紙を利用して解答提出用問題とすることができます。

★ CD マークとトラック番号について
CD

CD

1

T

1

〜

90

〜

T

テキストに付いている CD のトラック番号です。

75

教授用 CD（各ユニットの Exercises の音声を収録）のトラック番号です。

※録音された音声は、アメリカ人男性とイギリス人女性によるものです。
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UNIT 1

What’s wrong with the computer?
ポイント
このユニットでは「トラブル・困難」を表す表現と、「位置・場所」を示す表現を聞き取る
練習をします。

§1 トラブル・困難

raining

音声を聞いて空所に正しい語を書き入れなさい。

CD

1

M: Our meeting has been postponed to
August.
W: Again? (
)(
)(
)
this time?
M: The committee Chairman has to (
)
(
)(
) town.

M odel E xpressions

CD

2

1. What’s wrong with ... ? 〜はどこが具合が悪いのですか？
W: What’s wrong with the computer?
M: It could be out of power.
2. What’s the matter with ... ? 〜はどうかしましたか？
W: What was the matter with the Vice Director?
M: Our meeting with her was postponed again.
3. in question 話題になっている。
The state of ABC company seems to be in question; as some of the executives
have left to take new jobs.

1

4. have some problems 具合が悪い
M: We’ve been having some problems with the lights.
W: You should check the wiring first.
5. What a mess! なんてこった！
What a mess! I completely forgot that it’s my anniversary but I agreed to
work overtime.
関連語句
be in trouble（困っている）、dial the wrong number

す言い方）、It bothered me to do ...（…することは困っ

（電話番号を間違える）、get into trouble（困る）、go

たことだった）
、
Something’s wrong with ...（…がちょっ
wrong（悪くなる）、have a problem（困っている、問 とおかしい）、There is something wrong with ...（…
I’m afraid ...（＊相手にとって都合が悪いこと、 がちょっとおかしい）、The trouble is that ...（困ったこ
題がある）、
困ったことを伝えるときに添えて丁寧なニュアンスを出 とに…）、What bothers me is ...（困ったことに…）

CD

3

音声を聞いて空所に正しい単語を書き入れなさい。

1. W:
		 M:
2. W:
		 M:

I’m going to visit Mike in the hospital.
What’s (
)(
) him?
John, can you fix this computer?
It’s a piece of cake. I (
)(
)(

)(

) with mine.

§2 位置・場所の表現

raining

音声を聞いて空所に正しい語を書き入れなさい。

CD

4

W: Excuse me, could you tell me where
the library is?
M: Sure. (
)(
) this (
)
and turn left (
)(
) first corner.
Then walk two blocks and you’ll see
the library just in front of you.
W: Thanks a lot.
M: (
)( )(
).

2
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M odel E xpressions

CD

5

6. in front of 〜の前に。
Go down two blocks and you’ll see the library just in front of you.
7. around the corner 角を曲がったところに。
The parking lot is located around the corner, close to the entrance of the mall.
8. over here/there こちらに／あちらに。
The salad bar is over here on the right and the hot dishes are over there on
the left.
9. next to 〜の隣に。
Central Bank is on Milton Avenue next to Amy’s Supermarket.
10. all over ... 〜一面に、〜中（じゅう）に。
Mom always complains about my dirty clothes that are thrown all over the
floor.
11. in the middle of 〜の真ん中に、〜の最中に。
I’m sorry to have to leave in the middle of the meeting now.
関連語句
turn left/right（左／右に曲がる）、go straight（真っ直ぐ行く）、ahead of（〜の前に［へ］）

CD

6

音声を聞いて空所に正しい単語を書き入れなさい。

1. (
)(
)(
)(
)(
) the new pizza parlor which just opened
around the corner?
2. W: Do you know where I can get a map of the campus?
		 M: I’m sure I (
)(
)(
)(
) by the gate.

1.

次の (1) 〜 (5) の英文を聞き取り、それぞれの空所に単語を書き入れなさい。 T

(1) Do you have a problem with (
(2) Isn’t this 206–456–3465? I’m (

)(

)(

)I(

(3) You’ll be in trouble if you don’t (

), Steve?

) the (

) number.

) studying (

(4) Something’s wrong with this copier. It (
(5) What bothered me was the (
window.

)(

) of the (

3

1

)(
) out my (
)(

).
).
) outside the

2.

(1), (2) の写真について、それぞれの写真を説明する英文が 4 つ聞こえてきます。最も適切な説
明文の記号を○で囲みなさい。 T

2

(1)

									(A)

(B)

(C)

(D)

(B)

(C)

(D)

(2)

									(A)

3.

1 〜 4 の英文につづいて、(A) (B) (C) の 3 つの応答文が聞こえます。それぞれの英文の応答文
として最も適切な応答文の記号を○で囲みなさい。 T

1.

(A)

(B)

(C)

2.

(A)

(B)

(C)

3.

(A)

(B)

(C)

4.

(A)

(B)

(C)

4

3

Unit 1 What’s wrong with the computer?
（Exercise 4 と Exercise 5 は解答提出用問題です）

4.

会話文を聞き、その会話に関する質問文 (1) (2) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より
選び、巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。 T

4

(1) What is the woman’s problem?
(A) Her bag is too big to carry.
(B) She has to pay more money.
(C) Her suitcase weighs too much.
(D) She does not have enough suitcases.
(2) What did the man tell the woman to do?
(A) To carry both bags with her.
(B) To remember the weight limit.
(C) To throw away the heavy things.
(D) To take things out of her suitcase.

5.

英文を聞き、その英文に関する質問文 (3) (4) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より選び、
巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。 T

5

(3) What happened last night?
(A) A hospital was destroyed by fire.
(B) The firefighters were brought under control.
(C) A fire occurred in the downtown area.
(D) More than 10 firefighters were injured.
(4) What will happen next week?
(A) The fire will come to an end.
(B) The buildings will be rebuilt.
(C) The fast food restaurant will reopen.
(D) The firefighters will leave the hospital.

5

