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ABSTRACT

Today we can watch world news such as BBC World, CNN World or ABC News in real time.
NIIK BS broadcasts world news simultaneously both in English and Japanese, ffid we can make
good teaching materials using these broadcasts.

First, I produced English scripts. This acquainted me with a variety of technical terms used
in political, economic, and social fields and helped me to understand concise and current
expressions.

World news may be a little too fast for the average college student to listen to. But if the
written script is used as a reading material first, then a listening cloze test is used as a second
step, students can gradually become able to follow the fluently spoken news.
I hope this paper offers some useful teaching materials based on recent world news.

は じめに
近年衛星放送を通 じて世界各国のニ ュースが リアルタイムで入手できる環境 になつて きた。特 に NHK
か ら配信 される三 ヶ国語放送 は、学生向けに教材化す る上で さまざまな利点を持つ。 リスニ ングにし
て も、 リーデイングにしても、第二言語学習 は、第一言語学習 と深 くかかわ つていて、並行 して学習
す る こ とが出来 るか らである。

さらに最近では、デイスプレーの下方 に英語のサブタイ トルが示され るテ レビニュース番組が放映
されている。これは、リーデイングとリスニングの両方の学習教材 として利用価値が高いのであるが、
一般の学生を対象に教材 として用いる場合、第一言語話者のスピー ドに慣れるためには、利用方法を
工夫す る必要がある。
本稿では、英文サブタイ トルが付いていない場合 と付いている場合 とに区別 して、その利用方法を
考案 して行 く。
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英文サ ブタイ トルが付 いていな い場合
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久能山東照宮の改修工事開始 NHK,BSl,NEWSWATCH.2003.10。 31.2:55a.m.BSl

The ToshOgu Shinto Shrine on top of Kunozan Hillin Shizuoka City was built about
four‐ hundred

years ago,and is dedicated to the first TokugaWa shogun leyasu.Itis now

undergoing maOr restoration work for the irst ume in iJ球

years.Let'S take a look at craftsman

and carpenters who are dedicated to resto五 ng the traditional strllcture.Kunozan Hill faces to
pacific coast.Ther「 oshogu sh五 ne stands on a hil1 270 rneters above sea level.It was build by

the secOnd Shogunate Hidetada in inemory of the first ShOgunate leyasu.
The sh五 ne is said to be a completion of architectural technology frorrl the Azuchi― Momoytta
pe五 od in a Fnid‐ fifteen hundreds to the early Edo pe五 od in the early sixteenth hundreds.It is
designated as a significant national cultural asset.The entire strllcture is coated with lacquer

and their∞ lo血 l engraⅥ ngs.But they're getting old after being exposed to the sun and sea― winds
for rnany years.
The restoration wOrk is being carrled out for the irst time in fifty years.In iate September

work began in a lnain worship han of the shrinё .The work begins by removing the large
quantities of damaged lacquer.But sometimes there're as lnany as缶

″enty coats and the layers

are one centimeter's thick.
The hardened lacquer is removed a few nlillimeters at a tiine.It wln take about six lnonths
to remove an the lacquerin a Frlain worship hall.The building itself is a cultural asset,so it is
difficult to attuSt the strength applied to remove the layers.If we hit too hard,the mate五 al could

be damaged.The thick layers oflacquer sometirnes hide the aged wood undemeath.This body's
decayed.See.The sound here is different frorrl the sound over here.The surface looks nice but

the woOd inside is deconlposingo After the lacquer was removed fronl some pillars it became
apparent that they had totany decayed.
[語 句説明コ

renovate:修 復する ;刷 新する。〜 an old building 古 い建物 を修復す る。
dedicate:… を (神 に)奉 納する、献ずる
lacquer:ラ ッカー

(塗 料 );樹 脂 ワニス

;漆 (う るし)
。
designate:〈 場所を)(… として)指 定する 《as,for.¨ 》
E留 意点コ

この番組 は、日本人 の英語 による NHKの 海外向け放送 で ある。日本国内 にお けるニ ュースが報道 さ
れる。そ の意味 では英語教材 としての動機付 けは強 く、学生の興味を引き付 けやす い。但 し、 日本
人 レポー ターの発音 で聞き取 りに くい ことがある。 日本人が発音するときに注意すべ き点を指摘す
る上で、参考 になる。
E発 音上の注意点コ

completionを

ンプレッシ ァン]と 発音 してい るために compressionと 聞き違える。長母音 は
意識的 に長 く発音すると聞きやす くなる。
[コ
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イラクで 日本 人 3拘 束 (1)BBC 2004.4.9。 NHK BSl.

A year ago they entered Baghdad in t五 umph.Today the Arne五 cans were fighting as hard as
they have done since then.Bogged dowrlin the Sunni stronghold of Fallltta and fighting the Shia
for control of three southern cities.
But the rnost sinister irrlages of the day are of threeJapaneSe hostages threatened wlth death
unless Japan puns its troops out oflraq.It's a new tactic by rnilitants to pressure the coalition
and terrorize foreigners.A British civilian is also nlissing after being kidnapped in the southem
towrl of Nasiriya.

一年前、勝ち誇つてバ グダッドに入 つたアメ リカ軍ですが、8日 それ以来無かつたほどの激烈な戦闘
となつています。スンニー派の支配す るファルージャで苦戦を強い られ、南部の三つの都市の支配権
を巡 り、シーア派 と戦 つています。しかし、8日 届いた映像で、一番卑劣なのは、日本人三人が人質に
取 られ、日本が 自衛隊を引き上げない限 り、殺す と脅 されている映像です。民兵 による新手の戦術で、
連合 に圧力をかけ、外国人を恐怖に陥れる戦術です。またイギ リス人民間人一人が南部の町ナ シ リー
アで誘拐 され行方不明となっています。
E語 句説明コ

bog down:泥 にはまつて動けなくなる、動きが取れな くなる。
stronghold:砦 、牙城、要塞、根拠地、本拠地、拠点
Our special correspondent,Gabbin Hueit reports.
Out of lraq today came chilling pictures of a new tactic,hostage taking.ThreeJapanese,one
a freelancejoumalist one a woman,were selzed by gunmen in centrallraq demanding thatJapan
withdraw its forces.These pictures were taken by the gunmen,and were clearly intended to
hordfy the Japanese public.Some are too disturbing to be shown.
Suddenly the gunmen put knives to the throats to those being held and the three hostages
c五 ed out in total terror.The gunmen have threatened to burn the hostages aHvein three days.

TheJapanese govemment said it would not back dowrl and withdraw its troops.Elsewhere in
this increasingly lawless∞ untry,aB五 ush man was reported missing in Nazaria,andい vo lsraeli

Arabs were seizedo On the ground the Ame五 cans were still involved in fierce fighting.
イラクか ら8日 新手の戦術を示すぞつとする映像が飛び込 んできました。人質に取 られたのです。
日本人三人。内一人はフリーランス・ ジャーナ リス ト、一人は女性ですが、イラク中央部で 自衛隊の
撤退要求を掲げる武装勢力に拘束されました。武装勢力が撮 つたこの映像 は明らかに日本国民を恐れ
慄かせる目的です。一部は、放送するにはあまりに刺激的です。突然武装 した男が人質の喉元 にナイ
フを突き付け、人質三人は恐怖 に震えています。武装勢力は三 日後 に人質を焼き殺す としています。
日本政府は屈服 して 自衛隊 を引き上げる事はしない としています。 この、ますます無法ぶ りを強める
イラクの中で、イギ リス人男性一人がナ シ リーアで行方不明 との報告があ りtイ スラエル系アラブ人
二人が拘束されています。アメリカ軍はいまだに激 しい地上戦を戦 つています。

1‑3

イラクで日本人 3人 拘束 (2)BBC.2004.4.16.7:00a.m.

It was confimed that an ltaHan hostage had been killed when fourltalians were held by the
sarne group.But three Japanese hostattS were released earlier today and Ame五

ca's top general
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11l a bigger I」

S military presence.They were seized a

week ago on a road outside Baghdad and sutteCted to a nightmare knifepoint ordeal.The three
werc told they'd be burned alive ifJapan didn't withdraw its troops from lraq.Then out ofthe
blue this aftemoon theむ Ⅳo aid workers and ajoumalist were released into the hands of Sunni
de五 cs who had broken outtheir freedom to their ob宙 ous relief.There wasjubilation back home
in「 Fokyo

as family members received news of the release.

4人 のイタ リア人の人質 の うち一人が殺害 されました。しか し三人 の 日本人は 15日 解放 されました。
そ して アメ リカ のマイヤニズ将軍 がバ グダッ ドを訪問 し、アメ リカ軍 の増派を確認 しま した。三人は
一週間前、バ クダッ ド郊外 の道路で拘束 されました。ナイ フを突きつ けられ、悪夢 の ような ときを過
ごす ことにな りました。そ して 日本が 自衛隊を撤退 させ なければ、生きたまま焼き殺す と脅 されま し
た。しか し 15日 午後 にな って、ジャーナ リス トー人 と援助活動家二人は突然解放 されました。スンニー
派 の聖職者 が仲介 にあた ったのです。二人は明 らかに安堵 した様子 です。東京 では知 らせ を受けた家
族 が喜びを爆発 させます。
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フセ イン拘束 2003。 12.8.8:07a.m.BBC BSl

After eight rnOnths on the run,Saddam Hussein has been tracked down and captured by

Amedcan forces.They ξay he's alive and well.He was fOund in a cellar at a farm house near
his hometown of Tik五 t.He offered no resistance when the troOps found him late last night.As

the news spread there were scenes ofjubilation across lraO.First tOnight,we join our
correspondent,{じ aroline Hawley who'sin Baghdad.Caroline,ten us how this remarkable story

unfolded.
アメ リカ軍は八 ヶ月 の間逃亡 していたサダム・ フセィ ン元大統領 の行方を突き止め、身柄 を拘束 し
ました。生きていて、健康です。故郷 の町ティク リッ ト近 くの農家 の穴倉で発見 されました。13日 の
晩遅 く発見 された ときには、抵抗 しませんで した。 ニ ュースが広 が り、イラク全土で歓喜 の光景 が繰
り広 げられま した。今バ グダッ ドにい るキ ャ ロライ ン・ ホウ リー記者 に聞きます。
wen,the first anyone heard ofit was exlted rtlinors that Saddam Hussein may have been
captured.They were corrling from Kurdish officials in northerrl lraq.We then got confimation
frOm meFrlbers of lraq'S govenling cOuncil who was installed by the Americans.Then Tony Blair

confinmed that Saddam Hussein had been capttred.And finally we had a press conference.The
US adIIrlinistratOr Paul Bremer saying,giving the detail of what had actuany been happening
nowo C)f course there're many people here,many Ame五

cans,rnany lraqis that hope it win be

a tuming pointo We heard one govemment council member saying thatthe nightmare has been
lifted,another calling it a happy and historlc day.Of course there has been a rnassive rnanhunt

for months for Saddam Hussein:Many pё Ople have alinost given up hope of finding hiln.The
top US commander here has said it was like trying tO find a needle in a haystacko Wen,rny
colleague Ben Brown reports now on how the Arne五 cans revealed how they'd finany captured

Saddam.
ホ ウ リー記者、 この大 ニ ュースは どの よ うな経緯 だつたのか、伝 えて くだ さい。まず最初 に伝えて
きた のは、北部イラクの クル ド人当局 か らの、サダム・ フセ イ ン元大統領が拘束 された可能性 がある
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とい う興奮 した うわ さで した。 その後 は、アメリカ軍が設置 した統治評議会 の メンバ Tか らも この話
があ り、 さらにブ レアー首相 はフセ イ ン元大統領 が拘束 された と確認 しました。そ してアメ リカの ブ
レマー文民行政官が記者会見を開いて、 どうゆ う経緯 をた どつたのか具体的 に述べ ま した。 さて、 こ
こにい る人々、アメリカ人、イラク人、 の多 くは、 このことが変換点になれば と願 ってい ます。統 治
評議会 のあるメンバ ーは悪夢 は終わ つた といい、男Jの メンバ ーは、嬉 しい歴 史的な 日と言 いました。
サダム・ フセ イ ン元大統領 については 当然なが ら何 ヶ月 にも及ぶ捜索が続 いて きました。 も う見つ け
ることはできないのでは と、多 くの人 々が希望を失 いか けていた ところで した。 イラク現地 のアメ リ
カ の司令官 トップは、まるで藁 の 中か ら針 を探す よ うなもの としま した。では、 同僚 のベ ン・ ブラウ
ン記者 がアメ リカ側 が どの ようにして終 にフセ イ ン元大統領を拘束 したかについてお伝 えします。
At a news conference of extraordinary drama,Amedca's top man in lraq Paul Bremer said
the words he's waited a very long tilne to say.
Ladies and gentlemen,we got'iFn。

"

The lraqijournalists in the room went Wildo And then the press were shown Saddam's final
hiding place,a holein the ground between 6 and 8 feet deep with a pipe and a fan to give hiin
air.

Saddam has been given a medical examination today.There were more cheers as we gOt Our
irst glimpse ofthe man himsdf,astonishing pictures of the fomer president,now haⅥ ng swabs
of saliva taken from his rnouth for I)NA tests.

This was to make sure,this was the real SaddaIIl and not one of his infamous doubles.
異例 に劇的な記者会見 においてアメ リカ のイラクでの最高責任者で あるブレマー行政官 はず つ と言
いた くてたま らなかった ことばを終 に口にしました。
「みな さん、 フセ イ ン元大統領を拘束 しました。」
避難 中のイラク人ジャーナ リス トが歓喜 の声を上 げま した。そ の後記者団 にフセ イ ン元大統領 の最
後 の隠れ場所 の映像 が公 開 されました。地面 に掘 られた 1.8か ら 2.4メ ー トルの間の深 さの穴で空気を
送 り込 むための管 と換気扇がついていました。フセ イ ン元大統領 の健康状態を調べ ているところです。
この男 の顔 が最初 に映 つた ときには、 さらに歓喜 の声 が上が りま した。元大統領 について の驚 くべ き
映像 です。日の 中か ら DNA鑑 定にまわすた めの唾液を採取 しているところです。悪名高き影武者では
な くて、本人 で あると確認するためです。
E語 句説明コ
We got'im。

swab:綿 棒

(=We got him).[ウ イ・ガ ッディム]
;綿 棒 で集 めた標本 《細菌検査用 の分泌物な ど》

E留 意点コ

苦労 に苦労を重ねた末 に終 にフセ イ ン拘束 に成功 したニ ュース を告げるポール・ ブ レマーのブ リー
フィングは究極 のア ンダー トーンで効果 を上 げている。
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心疾患の治療薬強力善 玉 コ レステ ロール 2003.11.5.9:38a.m.ABC.BSl.
golng to take a doserlook tonlght at what very much appears to be a real breakthrough

in treating heart disease that's going tO be published tomorrow in the Journal of Medical
Associationo We actuany gotinterested in it several years ago when we dealt a story in a sman
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northerrlltalian town caned Lirnone sur Garda.It's a lovely place which was pretty rnuch cut
off frorrl the rest of ltaly until the 1950's,and the peOple there rarely ever had heart problems.

Something unique about their genetic rnakeup,apparently.And the researchers have now used
that knowledge to revё rse heart disease in Americans.Here's ABC's John lⅦ ackenzie.
What was most puzzling to doctors in that ltalian village was that some of the people who
lived there had astonishingly low levels of II]DL.That's the good cholesterol needed to keep
arte五 es clear off plaque.You would expect people that had so little good cholesterol would be

dying of heart disease in their缶 ″enties,thilties,and forties.

今 日の ̀iCloser Look"で は、画期的な突破 口とも言 える心疾患 の治療法 につ いてお伝えします。こ
れは明 日の全米 医学界 の ジャーナルで発表 されます。数年前北イタ リアの リモーネスルガル ダといつ
た小 さな町 の話をお伝 えしました。ここは 1950年 までは他 とはかな り隔離 されていた村 です。この村
では人々には、心臓病 はめ ったに見 られません。これは、遺伝子の特性 によるもの と考えられます が、
アメ リカ の研究者は、心臓疾患 の治療 にこれが応用 で きないか と注 目しました。
このイタ リアの村 で医師が首をか しげるのは、 ここの人たち、HDLの 数値が非常に低 い こ とです。
これは血管へ の血栓 の付着を妨 げる善玉 コ レステ ロールです。善玉 コ レステ ロールの レベルが低 けれ
ば、普通な らば心臓病で 20代 か ら 40代 の間で死 ぬ と考えられているのです。
But these people were living long lives.Doctors discovered that what was in their blood was
a unique forrrl of good cholesterol,one that appears to be unusuany potent,so researchers in
the U.Se tumed to this particular strain of good cholesterol.It win be expe五 mental drug and

they gaveitto 36 Ame五 cans wlth severe heart disease,people whose arte五 es were clogged wlth
plaque.
This is reany the first tilne we've ever glven good cholesterol as a therapeutic agent.

The result was dramatic.
It's unprecedented.This study shows that plaque regression occurred rnuch faeter and to a
greater extent than we've seen before.
Afterjust five weekly treatinents researcher saw an aver〔 理le of 4%reduction in the amount
of plaque on artery walls.

Regression of 4%,wen,thatrnay not seem like much,actually represents several years worth
of plaque build up in the coronary arte五

es.

It made a big difference to John Piers.
I feel like I'm my old sdf again,there's● o pains in IIly chest,there's no tightness in the chest,
there's no shortness of breath。

Researchers report there were no notice or side effects fronl the treatment.
The next step they say is to do larger,longer studies to see whether giving FnOre Of the drug

reduces more of the plaque.
Scientists say the research could take anOtheF three to five years.
Butif all goes welllrliniOns of AttLeriCans make it the kind Of heart protection now e」

oyed by

a few dozen ltalians.John Mackenzie,ABCoNews,New York。
しか し、 ここの人たちは長生きです。血液中の善玉 コ レステ ロールのフォームが非常 に強 い性質を

ｎｕ
Ｏ乙
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持 つてい る事 が判明 しました。そこでアメ リカ の研究者 は、この強カ コレステ ロールに注 目 しました。
そ して試薬 として心疾患を抱 える 36人 のアメ リカ人 に治験 を行 いました。この人たちの血 管 は、血栓
で詰ま っています。善玉 ■ レステ ロール を治療薬 として使 ってみた始 めて の例 です、 と研究者 です。
結果 は眼を見張 るもので した。先例 があ りません。今までに無 い ほ ど速 く、 かな りの量 の血管付着
の コレステ ロール を減 らす ことが出来 ました。5週 間の試験的な治療で平均 4%血 管付着の コレステ ロー
ル を減 らす ことが出来ました。4%と 聞 くと、さほ どでは と思 い ますが、実際には、数年間で冠動脈 に
付着す るプラー クの量 に匹敵 します。
ジ ヨン・ ピアス さんにとつて は大 きな違 いで した。今までの健康体 に戻 つた感 じが しま した。胸 が
締 め付 けられ る感 じも、また息遣 いが荒 い感 じも取れ た感 じも取れ たんです。研究者 は、副作用 は無
い といっています。次 の段階では、 より長期的 にまた、大規模の治験 で投薬を増や し、血管付着 の コ
レステ ロール を減 らす ことが出来 るか見 る こ とです。
今後 3〜 5年 研究を続 け、 うま くい けば何百万人 のアメ リカ人 もこれ で、イタ リアの小 さな村 と同
じよ うな恩恵 に預 かれるかも知れ ません。
E語 句説明]

sttain:(ウ イルスの)株 、菌株 ;種 族、血統 、家系 ;気 質、素質、傾向

clog:(血 管な どを)詰 まらせる。When something clogs a hole or placё

,it blocks it so that noth‐

ing can pass through.
genetic:〔 生〕遺伝 (学 )の ;遺 伝因子 の [に よる]

makeup:構 造、構成 ;体格 ;体 質

;《 通例

one's〜 》気質、性格 《of.¨ 》

plaque:プ ラー ク、斑点 :ア テ ローム性動脈硬化性 の動脈壁内で見 られ るような
coronary.冠 動脈 の

another:another+複 数名詞 (Another five weeks is[are]required to complete the task.
用法 five weeksは ひ とま とめにして単数扱 いが普通だが、 しば しば複数扱い)
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米国狂牛病問題 Mad Cow Dtease 2003.12.25.ABC.

The Food and Drug Administration said today thatit believes that cow in Washington states
which contracted mad cow disease had eaten infected feed.The FDA is investigating to see if
any other cattle also ate that feed.It continues to lnaintain that the五 sk to public health is
nliniFnal.However there is an intensive efforts going on to find out where the diseased Cow's

meatis now.ABC's Bill Redeker reports from Mabton,Washington。
FDA食 品医薬品局 は、BSEい わゆる狂牛病 に感染 したワシン トン州 の牛が、感染 した餌 を食べ てい
た よ うだ と表明 しました。他 の牛も この餌 を食べ ていたのか、調べ を進めています。 ただ、人に被害
が広 まるおそれは少ない とされ ています。現在 この肉が、今 どこにあるのか、調べ が進め られていま
す。 ワシン トン州、 マ ブ トンか らの リポー トです。
E語 旬説明コ

FDA:食 品医薬品局
Bill Redeker、

《
保健教育福祉省 の一局 ;略

FDA》

Mabtonな ど通信員 の固有名詞 は、テ レビ画面 のテ ロップにスペ リングが映 し出 さ

れる ことが多 いので、 これを参考 にす る こ とがで きる。
ground zero:グ ラウン ド・ ゼ ロ、ゼ ロ地点、基点、爆心地、中心地
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All across central Washington t6day at dairy fams,meat packing plants,auction bams,and
feedlots,fё deral officials scrambled to find out where the diseased cow waS born,and where

it rrlay have been infeCted.The concern is that other COws may also be sick if they were raised
on the sarne contarninated feed that the federal govemment said caused infected cow to contract

nmad cow disease.
I think it's very likely that the number

ёf aniinals that win be harvested and slaughtered

to investigate whether or not they are infected is relatively large."

ワシン トン州中部 の酪農場食肉処理施設、また競 りの場 で連邦当局者が問題 の牛が どこで生 まれ、
また どこで感染 した可能性があるのか調べ を進めようとしてい ました。BSEの 原因 とな った と思われ
る餌 を他 の牛 も食べ ていたのか、また感染 しているのではないか と心配 され ています。
「かな り多 くの牛な どが調査 の対象 になると思われます。」
E語 句説明コ
feedlot:(し ばしば放飼場 (stockyard)の そばにあ つて、家畜を集 めて市場向けに肥育す るための)

飼育場、フィー ドロッ ト

mad cOw disease:マ ッ ド・カ ウ・ディジーズ、狂牛病。牛が立 ち上がれな くな り死 に至る。脳 が
スポンジ状 になる。 1990年 代英国で流行。

scramble:緊 急発進す る、先を争 う、奪 い合 う、先を争 つて〜する、 (〜 しよ うと)先 を争 う、急 い
で〜する、慌 てて〜す る、緊急 で処理する

The Department ofへ 算 culture today said that the cow that developed the disease caFne frOm
a large dairy operation.It involves bⅣ o prenlises.Totalin about 4,000 cows.It takes four to five

years for an animalto show signs ofrnad cow disease.Thecow was h″

o years old when it was

purchasedむⅣo years ago,so that government today said it was looking at records fromむ Ⅳo
different auction bams to try to find where it was bom.

There was serious concerrl today that some of the infected meat Fnay have already been

consumed.The processing company that slaughtered the cow andむ renty others on the same
day issued a reca1l of 10,000 pounds of beef today.But the eFrlp10yee Dave Ruthann says the rneat

were shipped to markets ten days before tests revealed mad cow disease.
Still the DepartFnent Of Ag五 culture today said we continue to believe that the五 sk to human

health on this situation is extremely low.But the questiOn renlalns how could a cow thatis sick
enOugh tO be tested for rnad cow be sent to slaughter without waiting for the result of the test.

Today federal official said the animal was approved for slaughter because the inspector thought

the injuries were recent and unrelated to the disease.Bill Redeker,ABC news,M[abton,
ヽ
Washington.
農務省は 24日 に問題 の牛 は大規模な施設で育て られていた と伝 えました。そのため 4千 頭 の牛が関
係 していると明 らかにしました。狂牛病 の症状が出るの には 4〜 5年 かか ります。2年 前 に購入 された
時 にこの牛 は二歳 で した。
現在 の ところ この問題 の牛 の肉が既 に消費 されてい る可能性 が指摘 されてい ます。同じ日にこの間
題 の牛、他 20頭 を処分 した施設は、4500キ ロの肉を リコール しました。しか しなが らこの牛肉は BSE
の検査結果 が出る 10日 前 にも出荷 されていた と従業員 は述べ ています。当然流通ルー トに回 つている

・ ニ ュー ス番組 の教材化
ワール ド
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と思われます。
農務省 は、人間 の健康 に害を与 える可能性 は極 めて少ない と伝 えています。ただ、BSEの 検査 の対
象 とな つた牛が、結果を待 たず にして処分 されたのか、 これ らに関 して疑間の声 が上が っています。
検査官 は、牛が最近怪我 を した と勘違 い したよ うです。BSEと は関係 がない と判断 した ようです。
E語 句説明]

operation:業 務、操業、事業、営業

(活 動)、 経営

bam:バ ーン、納屋、物置、倉庫、が らんとした建物
pound:《 単位》 ポン ド。約 453.59237グ ラム。
BSE:bovine spongifom encephalopathy
E留 意点コ

The department of[ダ ディパー トメ ロブ]な どの ような融合 した音声 の聞き取 り能力を日本 の学
生に定着 させるためには、カタカナ表記 を利用する ことも効果的で ある。発音記号表記 は、実際 は
省略 される音声 も完全 に発音 される音声 も一律 に完全な形 で表記 されるために、省略発音 の少な く
ない実践的な音声 にな じめない。
英語サ ブタイ トルが付 いて いる場合

2日

2‑1

海洋学 のすすめ ABC Wodd News ttonight 2004/04/21 BSl

EEnglish subtitles]

Oceans cover 70%of the earth's su」 ace and are full of wonders.But they are notinttaustible.
Today's report says the seas and the life within thelrl are under assault.
Today's report also says we siFnply need to be better educated about the seas.It calls for

lculum,starting in kindergarten.
making ocean studies part of the cu■ ■
We need to grab the childrё n and excite thenl aboutthe oceano And ocean exploration is the

best way of doing that,just as NASA does in space exploration。
In fact Ballard says we have better mapS of Mars than the oceans.950/o of the seas remain
unexplored,seeFrlingly boundless but fragile.
Their health,today's report says,can no longer be taken for granted。
[日 本語字幕コ

地球 の 7割 を覆 う海 には不思議がいつぱい。しか し、無限ではない。海 とそ の生物 は危険な状態 だ。
報告書 は、教育 の充実 を求め、海 につ いての学習を幼稚園か ら始めようと提言 してい る。
海を好 きにな つてほしいのです。それ には、探検 が一番。NASAも 宇宙探検 してい る。火星 の探索
は進んでいるが、海 の 95%は 未調査 のまま。無限の ようだが、もろい。海 の健康 はも う、当た り前 で
はないのだ。
E感

想コ

タ日が大海原 に沈 んでゆ く映像 は、それだ けで リラ ックス効果が高い。 リラ ックス状態 での語学教
育 が高 い効果 を示す ことは立証済み のこ とである。
これか らの教材作 りには、英語音声 だ けではな く、種 々の感覚 に訴 えか ける映像 の選択 にも配慮す
る必要 がある。
この番組 では、海面下 の彩 しい魚群 、海底を滑 るように泳 ぐエイ の姿、潜水師の換気管 を旺えるオ ッ
トセイ のひ ょうきんな姿等 が映 し出 され、海洋研究 の大切 さを説 く英文内容 の動機付 け として、映像
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が効果的に使われてい る事 がわかる。

2‑2

働 く女性へ の固定観念 ABC News Shower 2004.6.24.WOMEN AT WORK

Keyword:gender stereOtyping性 別 によって 固定観念 を持つ こと
社会 の 中で果 たすべ き役割 につ いて、男性 はこ う、女性 はこ う、 と固定観念 を持 つて しま うことが
問題 です。
EEng!ish subtit:es]

There's a general undervaluing of women throughOut our e∞

nomy,and it's ume that we begin

to remedy that.

That rneans finding a remedy for deeply entrenched attitudes about the roles of lnen and

women,what thejudge in the Wal― Mart case called gender stereotypingo Wal― M[art plaintiff
Stephanie Odle encountered it when she asked why rrlen、 vith less expe五 ence were earning lnore

than she was.

'

I wenttO my dist五 ё
t manager and l said to him,you know,
he said tO ine,

Hey,listen.I want a raise."And

Wen,this guy,he has a wife and 2 kids tO support."

Butin nearly l in 4 Ame五 can fanlilies today,women are now the sole supporters.
Pay disc五 nlination occurs at all levels in an types ofjobs,fronl dishwashing to surgery.
E語 旬説明コ
plaintiff:原 告 、起訴人、提訴人。 【
参照】dё fendant(被 告)
E日 本語字幕コ

社会全体が女性 を過小評価 しています。見直 しが必要 です。社会が当た り前 とする男女 の役割 の見
直 しだ。性別へ の固定観念が指摘 されてい る。 この女性 も性差別を経験。後輩 の男性 より給料 が少 な
か つたのだ。
給料を上 げて くれ って幹部 に直訴 したわ。「そ の男性 には妻や子 どもがいる」 とい う返事だ ったの。
だが米国の 4世 帯 中 1世 帯 では女性がひ と りで家族 を養 つてい る。男女間の賃金格差 はあ らゆ る職業
のあ らゆる地位 に実在 してい る。

Eリ

スニ ングのク ローズ・ テス トコ

各文 のキー ワー ドを対象 にした リスニ ングの ク ローズ・テス トを考えると、下記 の ようになる。(リ ー
デイングの ク ローズ・ テス トとして使用 して も効果的である。)
EEng!ish subtiJes]

There's a general(1)̲Of WOmen throughё ut our economy,and it's time that we begin
to remedy that.

That means finding。 (2)̲̲̲̲̲for deeply entrenched attitudes about the roles Of rnen and
women,what thejudge in the Wal̲Mart case called gender stereotyping.Wal‐ Mart plaintiff
Stephanie(Ddle encountered it when she asked why lnen wlth less expe五 ence were(3)̲̲̲̲̲

more than she was.
I wentto my dist五 ct面 anager and l said to him,you know,
And he said tO rne,

Hey,listen.I want a(4)̲̲̲̲̲."

Wen,this guy,he has a wife and 2(5)̲̲̲̲̲to support."

Butin nearly lin 4 Ame五 can fanlilies today,(6)̲̲̲̲̲are now the sole supporters.

ワール ド・ ニ ュー ス番組 の教材 化

Pay disc五 nlination occurs at an levels in an types ofjobs,、
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fronl(7)̲to surgery.

答コ

E解

(1)undervaluing

(6)women

(η

(2)relmedy

(3)earnlng

(4)raise

(5)kids

.

diShwashing

。

[授 業展開の工夫コ

番組 の構成 を分析 してみると、英文音声は下記の ように四度に渡 つて放送 される。
1.The first viewing with English subtitles
2.Once rrlore wlth JapaneSe subtitles

3.And once again without subtitles
4.One last tilne with English subtitles

番組 を録画 して上映す るだけでは、 スピー ドが速 くて、英語力の定着率が低い。 この ような番組 を
十分 に利用す るためには、教員はまず英語字幕を書き取 り、学生数 プ リン トして、下記の要領で授業
を展開することが必要 となる。
番組 の本来の順序を変 えて、
① 音声のみを聞かせる (1〜 2回 )
② 聞き取れた要点を述べ させる。
③ 英文字幕配布
④ 語句単位で (deepl,entrenched attitudes:深 く根付いた謬見、な ど)日 本語 に言い換える。
自分なりに置き換えた 日本語 と番組内の 日本語スク リプ トとの比較。
⑤ 文全体の和訳作業。
⑥ 手作 りの教材を用いた授業の感想を書かせる。
(リ

)
スニング、またはリーデイングのクローズ・テス トは① または② の前後で利用す る。

E留 意点コ

・ 教員が一方的に説明 し、教 え込むのではなく、学生 自身に考 えさせ、発表 させることを原則にする。
・ 英語表現練習 に止まらず に、豊かな 日本語表現 に気付かせることを目的 とする。
・ ほとんど発音 されていない個所の聞き取 り(文 の推測)練 習をす る。
本文中では、下記のアンダーラインの部分は口篭もつている (mumble)た めに、ほとんど聞き取れな
い。̀that we begin to remedy that'
通常のネイティブの聞き取 りは、不分明な個所を、補完 しながら聞き取 つている。この補完能力が、
TOEFLな どにおける、高得点 につながる。
英文字幕のついた番組のメリットは mumbled phraseの 聞き取 り練習が可能であることに求められ
る。
・ 教材を受動的 に解釈す るだけではな く、将来教員 となった場合、 どのように教材化 してゆくかを考
えさせながら、授業を進める。 (rolesを 用いた [r/1],の 発音練習など)。
・ 日本語字幕は要約なのでt英 文の 日本語訳を考えさせて英文の構造 をしつか り理解 させてお く必要
がある。

2‑3 9/11テ ロの調査委員会報告

ABC News Shower 2004/6/25 PM10:50 BS7

アメ リカの同時多発事件 について調べていた独立委員会が、最終報告書を公表 しました。今 日のキー
ワー ドは、failure of imagination(想 像力の欠如)。 調査委員会は、アメリカ政府のもつ とも大きな
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問題 としてt想 像力の欠如があ つた と言 うています。
EEnglish subtitles]

The independent 9/1l colrlinission investigating the attack On the country alinost 3 years
ago has publishod its final report today.The∞ mmissions said that the attacks on 9/1l occurred

because the US failed in many Ways:There're rnultiple failures,they said,an aё

r6ss the

govemment.The comrrlission said that the signs Of terrorism at this level had been there for
years.They were rnissed orignoredo Most of all,the comrrlissioners decided there was a failure
Of iFrlagination.

On that September day,we were unprepared.This was a failure of poHcy,Inanagement,
capability,and above an,a failure of inlaglnation.
[日 本語字幕 ]

同時多発テ ロ事件を検証 していた独立調査委員会が、今 日、最終報告書を発表 した。委員会 による
と米国は、 さまざまな面 で失敗を犯 した。政府 全体 に欠陥があつた。 このレベルのテ ロの兆候 はここ
数年 にわた って実在 したが、見落 とされて、無 視 され て きた。また、委員会 は想像力 の欠如を指摘 し
た。
事件当時私たちは準備不足だ った。政策、管理体制、実践能力が欠如 していた。そ して、最大 の間
題 は想像力の欠如だ。

ワール ド・ニュー ス番組 の教材化
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ま とめ
今 日のグローバルな通信状況を考 えると、相当に内容のある英語情報を理解す る訓練が可能である。
NHKの ニカ国語放送は、特 に学生にとつて利用価値が高い。通信員の早 日の英語 について行けない と
きでも、日本語放送をたよりにして元の英語を書き出す事が可能である。実際の言語使用環境では、
一般市民の場合、方言の訛 りが強 くて聞き取れない事が少な くない。通信員の発音はい くら速 くて も、
発音は明瞭であり聞き取る事ができる。
本稿では、過去一年間の間に報道 されたワール ド・ニュースの中から、学生の関心を呼ぶ大きな事
件を取 り上 げた。紙幅の関係で、一部分のみの報告 となつている。ワール ド・ニュースの書き取 りは
かな り熟練 した リスニングカを必要 とするために、最初から学生に課す ことは、避けるほ うがよい。
教員が書き取 つたスク リプ トを利用 して、学生に少 しずつ慣れて もらうために、次の ような手順で授
業を展開す る事ができよう。
① 学生にニュ■スを聞かせる。
②

ニュース内容 についてグループ・ ワークさせる。

③ ニ ュース内容について説明・紹介 させる。
④ ニュース・スク リプ トを元にしたリスニング用 のクローズ・テス トを行 う。
⑤

ニ ュース・スク リプ トを詳 しく解説 して、語彙力、表現力増進 を図る。

最近では、ABC News Showerな どの ような、英文サブスクリプ トの付いた番組も用意 されて、音
声 と文字を正確に一致 させる事ができる。 これはこれで大いに活用できるのであるが、答えの付いた
参考書の よ うなもので、自力で音声から文字 に書 き起 こす楽 しみが無い。多少聞き取れない部分が残 つ
て も、自力で聞き取 つた喜びは大きい。何度も聞き返 しているうちに、英語表現が身について くる利
点もある。書き取 りを楽 しみながら、英語力がついて行 く感覚を実感 しながら作業を進める事ができ
る。二種類の番組を上手 に使い分ける事が必要である。
いずれ にしても、ワール ド・ニユースは、扱 う内容が政治、経済、社会、文化、な ど多岐に渡るた
めに、バ ランスの取れた英語力を養成するために適当な教材である。こ うした書 き取 りの授業 に接 し
て、意欲的な学生がワール ド・ニユースの書 き取 りを習慣化 していけば、将来が楽 しみである。

