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2   Catch the World: Voyager  2nd Edition

 p. 6  Living in the 21st Century: Are Good Movies  
Priceless? 

Exercise 1

 1. F 2. F 3. T 4. F 5. F

 6. T 7. F 8. T 9. T 10. T

Exercise 2

 1. d) 2. b) 3. b) 4. c) 5. b)

 p. 8 Both Human and X-Man

Exercise 1

 1. b) 2. a) 3. c) 4. c) 5. d)

 6. a) 7. c)

Exercise 2

 1. c) 2. b) 3. d) 

[ 試訳 ]
人間とX- マンと

奇抜なアクションヒーローからドラマチックなミュージカルスターまで、ヒュー・
ジャックマンはスクリーンで多くのさまざまな顔を見せてきた。この技巧派俳優は個
人的にはどんな人物なのだろう。

　ヒュー・ジャックマンは現在のハリウッドで最も有名な俳優の一人だ。人気の「X-
メン」シリーズで名を挙げ、最近ではミュージカルの名作「レ・ミゼラブル」でアカ
デミー主演男優賞候補となりトップスターの地位を手にした。
　1968年オーストラリア・シドニー生まれのジャックマンは、学生時代に初めて演
技に興味を持った。他の学科より単位を取るのが易しそうだったので、そこで演劇の

Unit 1



33

授業を取ったのだ。卒業後、舞台芸術学校で演劇を学び、1995年テレビドラマ「コ
レリ」に主演、デボラ＝リー・ファーネスの相手役を演じ、彼女と翌年結婚した。
　テレビドラマや映画に出演する一方、ジャックマンはいくつかの絶賛された舞台で
も演技し始め、そしてついに2000年、SFアクション映画「X- メン」で大ブレー
クした。このマンガ原作映画は3部作として引き延ばされるほど大変な成功を収めた。
各映画でジャックマンは主人公ローガン／ウルヴァリンとしてまぶしいほど鮮明な演
技で観客を魅了した。
　2012年、俳優はミュージカル映画「レ・ミゼラブル」で主役のジャン・バルジャ
ンを見事に演じた。しかし、これほど世界的に有名な不朽の名作で主演し歌唱するこ
とは究極の難題だったに違いない。「恐怖から逃げれば、その恐怖の亡霊は決して立
ち去らないといつも感じてきた。それは人を矮小してしまう」と彼は語った。「だか
ら僕はいつも、一番怖いと思うことに対して『イエス』と言ってきたんだ」
　しかしながら、仕事に対する姿勢はとても謙虚で地に足がついているようだ。「演
技は僕が大好きなこと。非常に尊敬している素晴らしい仕事だ。でも、8歳児を教育
したりとか他のどんな仕事より大変なこととは思わない。人生において仕事をそれ以
上に重要にはしないようにしている」
　では、他に重要と思っていることは？　「僕が本当に大切にしていることは毎日の
瞬間さ」と、かつて「ピープル」誌で「現存する最もセクシーな男性」に選ばれたスター
は明かした。「例えば、日曜の朝にパンケーキを一緒に座って焼いたり、きつい一日
の後帰宅して子供たちが駆け寄ってきてハグしてくれたりして、何が本当に大事かを
思い出させてくれる瞬間さ」
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 p. 10 Territorial Disputes: This Land Is My Land 

Exercise 1

 1. c 2. e 3. b 4. h 5. g

 6. d 7. i 8. f

Exercise 2

 1. F 2. T 3. T 4. T 5. F

Exercise 3

 1. a) 2. b) 3. a)

Exercise 4

remnants, empire, Argentina, 100 years, similar, descent, 
million 

[ 試訳 ]
領土紛争：この土地は私の土地

　人類の歴史はその過程において、旧帝国の多くの名残り、異なる国々に異なる時代
に占領された島々、そして決して合意されない国境地帯を残してきた。現在世界中で、
土地の帰属をめぐり約200件の国家間（国内、州および県間はそれ以上）の紛争が
ある。
　日本は3件の主な領土問題で定期的に話題になっている。北方領土（対ロシア）、
竹島（対韓国）、尖閣諸島（対中国）だ。しかし日本だけではない。アジアだけで他
に紛争はおそらく70件あり、アフリカにはゆうに40件以上、ヨーロッパでも20
件以上が未解決のままだ。南極でさえイギリスは、アルゼンチンとチリによって主張
された領土をめぐり不同意を示している。

ジブラルタル
　スペイン南部の「ザ・ロック」は地中海への戦略的出入り口に位置する。大英帝国

Unit 2



55

にとってジブラルタルは、南ヨーロッパと北アフリカの支配に重要な港であり足場と
なる港だった。スペインによる歴史上のさまざまな機会にこの領土を取り戻そうとす
る試みにもかかわらず、イギリスは1713年以来ジブラルタルを占拠している。ジ
ブラルタルの3万人の住民は現在でもスペインとの合併化には反対だ。

ジャンムーおよびカシミール
　インドとパキスタンによって争われている地域、ジャンムー・カシミール州の州境
沿いには定期的に武力衝突が起きている。中国も領土の一部を自国のものと主張する。
インドのカシミール支配は、2008年 11月のムンバイへの大規模攻撃のような、パ
キスタンに支援されたテロの主な原因の一つだ。インドとパキスタン両国が核兵器を
保持している現在、当紛争は極めて危険性が高く解決にはほど遠い。

スーダンおよび南スーダン
　南スーダンは2011年 7月に新たな国家となり、2つの長い内戦が終わったが、
このうちの2つ目は1983年から2005年まで続き250万人の犠牲者を出した。
しかし、ハルツームの北部政府とジュバの南部政府間の紛争は決して消えてはいない。
石油収入の支配が経済的動機だ。過去2年にわたり、スーダンおよび南スーダン軍は
国境沿いで何度も衝突している。

南沙諸島
　ブルネイ、中国、マレーシア、フィリピン、台湾そしてベトナム、すべての国が南
シナ海の南沙諸島を構成する450の小さな島々の領有を主張している。同諸島はブ
ルネイ、マレーシア、フィリピンにより近いが、中国、台湾、ベトナムはその主張の
強化により積極的だ。その理由の一端は諸島周辺の海底の潜在的な石油・ガス資源で
ある。

アメリカ・カナダ国境
　この2国は最近は友好国かもしれないが、アメリカとカナダには過去、激しい国境
紛争があった。1つの領土紛争が残っている。両国は、アメリカのメーン州とカナダ
のニューブランズウィック州沖に位置するマキアスシール島とノースロックという2
つの小さな島の領有を主張しているのだ。両国はまた、カナダのブリティッシュコロ
ンビアとアメリカのアラスカ州およびワシントン州の間の西海岸の海の境界について
も争っている。

フォークランド諸島
　アルゼンチン人にマルビナス諸島として知られる、この南大西洋の島々は1833
年からイギリス領だ。アルゼンチンが1982年に侵攻したが、2カ月にわたるフォー
クランド戦争の後、イギリスが支配を取り戻した。2013年 3月にはフォークラン
ドの住民2800人の約99.8％がイギリスの一部として留まることに投票した。ア
ルゼンチン政府は同諸島が同国の一部であると主張し続けている。
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 p. 14 Natalie Portman: The Black Swan Flies High 

Exercise 1

 1. g 2. i 3. h 4. b 5. e

 6. c 7. f  8. d

Exercise 2

 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F

Exercise 3

 1. d) 2. a) 3. b)

Exercise 4

thriller, ballet, stars, competes, role, director, struggle 

[ 試訳 ]
ナタリー・ポートマン：高く舞い上がるブラック・スワン

ナタリー・ポートマンは12歳のとき、ヒット映画「レオン」でデビューした。以来、
さまざまな映画に出演してハリウッドを席巻し続け、妻そして母にもなった。この才
能あふれるスターはいかに華やかな仕事と私生活のバランスをとっているのだろう。

　1981年 6月 9日イスラエルに生まれたナタリー・ポートマンは幼いとき、両親
とともにアメリカに移住した。4歳からダンスのレッスンを受け、夏期演劇キャンプ
のとき演技が大好きになった。11歳のナタリーがピザ店でモデル事務所に見出され
たときのことを、彼女は「私は演技がしたいって言ったの」と振り返る。その後まも
なく、「レオン」で初の映画での役を獲得した。

仕事の成功を重ねて
　ナタリーは「ビューティフル・ガールズ」「マーズ・アタック！」などの映画やブ
ロードウェー劇「アンネの日記」に出演して以後数年を過ごしたが、「アンネの日記」
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は長年の夢を叶えるものになった。「私の本当の夢はブロードウェーのショーに出る
ことだったの」。1999年、大変成功した「スター・ウォーズ」前篇3部作の第1話
のアミダラ女王役に選ばれ、世界的な名声を得た。当初、彼女は「スター・ウォーズ」
ファンから受ける注目に不安を覚えていた。「恐ろしいものになると思っていた。でも、
今のところ街を一人で歩けるし、誰かに話しかけられる心配もないわ」
　続く10年間、ポートマンは「あなたのために」「コールド・マウンテン」「ブーリ
ン家の姉妹」といったさまざまな映画でより成熟した役柄に挑戦した。2005年、ジュ
リア・ロバーツとジュード・ロウと共演した「クローサー」での役でゴールデングロー
ブ助演女優賞を受賞、アカデミー賞候補になった。SFアクションアドベンチャー「V
フォー・ヴェンデッタ」、ドラマチックスリラー「マイ・ブラザー」、ラブコメディー「抱
きたいカンケイ」などの役を選ぶことで演技の幅広さを発揮し続け、各々の映画で彼
女の人気はますます高まっていった。
　しかし、ポートマンが「ブラック・スワン」での役、バレリーナのニナ・セイヤー
ズの演技で生涯最高の成功をなし遂げたのは2010年だった。彼女は撮影開始の1
年前に役作りの訓練を始めた。その経験をこう明かす。「1年間、1日5時間から8
時間の練習…それが本当のダンサーたちが耐えていること。素晴らしい経験だったけ
ど、間違いなく難しいことだったわ」。映画は評論的にも商業的にも成功し、あらゆ
る俳優にとって最高の名誉であるアカデミー賞をはじめ、ポートマンは多くの主演女
優賞を獲得した。

個人的な成功を重ねて
　仕事を一時中断して大学に行こうと決意したとき、ポートマンは映画女優として素
晴らしい成功を謳歌していた。彼女は優等で高校を卒業し、1999年、心理学を勉強
するために名門ハーバード大学に入学した。「私は11歳のときからずっと演技をし
てきた。自分はもっと何かできるって証明しなければならないような気がしたの。大
学に通う機会を持つことで自分ができるあらゆることを生かしたかった」
　大学の学位取得に加え、ポートマンは落ち着くことにも関心があった。「いつか家
族を持ちたいとも思っている」。「ブラック・スワン」の撮影中、この希望は叶った。
映画の振付師ベンジャミン・ミルピエと出会い、恋に落ちたのだ。2011年 6月、ポー
トマンは息子アレフを出産、2人は2012年 8月に結婚した。
　妻となり母となってからもポートマンは歩みを遅らせてはいない。だが、彼女とそ
の新しい家族はフランス・パリに住む予定で、これは女優が目下のところはハリウッ
ドより私生活に重きを置いているということかもしれない。将来何をしようとするに
せよ、ナタリー・ポートマンはスクリーンの内と外で素晴らしい高みに到達できるこ
とをすでに証明している。
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 p. 18 Ancient Segovia and Its Proud Symbol 

Exercise 1

 1. f  2. d 3. h 4. i 5. c

 6. g 7. e 8. b

Exercise 2

 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T

Exercise 3

 1. b) 2. c) 3. d)

Exercise 4

medieval, survived, Roman, affected, modern, symbol,  
conservation 

[ 試訳 ]
古代セゴビアとその誇り高き象徴

1985年、ユネスコはスペインの古都セゴビアを世界遺産とすることを発表した。前
ローマ時代からの植民地、セゴビアには有名な水道橋が見下ろす驚くべき数々の建築
物がある。

　セゴビアはシエラデグアダマラ山脈すそ野とリオクラモレス川沿いという戦略的な
場所に位置する。2千年以上前にローマ人が到達したころには、すでに重要な交易の
中心地だった。
　しかし、ローマ人は交易にはさほど関心がなかった。防衛的な見地から、周囲の土
地をよりよく見渡せ敵軍の警報が早く受けられるように、植民地をより高い地点に置
く必要があったのだ。そのため、現在アルカサル宮殿が建つ場所に駐留地を設営し、
植民地はその地の周りに広がっていった。
　ユネスコは1985年、セゴビアの城壁に囲まれた旧市街全体を世界遺産にすると
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発表した。16世紀に建築をさかのぼるスペイン最後のゴシック様式の大聖堂をはじ
め、ここには宗教的・民間的両方の壮大な中世の建築物が数多く見られる。11世紀
建造の城壁で囲まれたアルカサル宮殿は、それが監獄、砲術学校と次々に変わる前は
過去の王や女王寵愛の場所だった。現在は博物館である。古いアーケード店舗に囲ま
れた、広々としたメーン広場プラサ・マヨールもある。

巧みなローマ人の土木技術
　すべてを見下ろしているのは巨大な水道橋だ。ローマ人が街を丘の頂上に移した際、
そこまでの水の供給には困難があった。いずれにしても、近郊のリオクラモレス川か
らの水では彼らの需要に不十分だった。そこで、紀元1世紀の中ごろ、ドミティアヌ
ス帝の統治時代に野心的な事業が開始された。18キロ離れたリオフリオ川から水を
引くために運河が掘られ、全長800メートル、最高高さ約30メートルという巨大
な水道橋がリオクラモレス渓谷に架かるように建造されたのだ。
　水道橋は2万5000個の石塊からできており、その大きさにもかかわらず、工事
にはまったくモルタルが使われなかった。建造には50年以上かかり、完成したのは
紀元2世紀初めだった。しかし、ずっと後になって、それは悪魔自身によって一晩で
造られたと伝承は伝えている。だから別名を悪魔の橋という。地元の女性の魂を要求
した悪魔は一夜で橋を完成させなければならなかったといわれている。しかし悪魔は
それに失敗した。日が昇る前に最後の1個の石塊を見つけることができなかったから
だ。
　ローマ人が去った後、スペインは一般にムーア人と呼ばれるイスラム教徒によって
数世紀支配された。ムーア人の時代、水道橋の一部が破壊された。キリスト教徒がイ
ベリア半島の支配を徐々に取り戻したとき、水道橋はフェルディナンド王とイサベラ
女王によって1484年に再建された。
　一部の情報源によると、水道橋は19世紀末までに使用されなくなったというが、
現在でも使える状態にあると主張する資料もある。いずれにしても、その巨大な形状
は街中から見え、水道橋はセゴビアの誇り高い象徴だ。今でも驚くほどよい状態を保っ
ており、間違いなく「ローマの遺跡」ではない。
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 p. 22	 Katie	Taylor:	The	Girl	with	the	Golden	Gloves	

Exercise 1

 1. h 2. b 3. d 4. c 5. i

 6. f  7. e 8. g 

Exercise 2

 1. F 2. T 3. T 4. F 5. F

Exercise 3

 1. d) 2. b) 3. c)

Exercise 4

personality, brings, believes, her side, religious, trained, talented 

[ 試訳 ]
ケイティー・テイラー：金色のグローブを持った少女

11歳のケイティー・テイラーがクリスマスプレゼントに一組のボクシンググローブ
をもらったとき、いつの日か自分がボクシングで大評判になるとは知る由もなかった。
いくつもの世界選手権で優勝し、そしてアイルランドにオリンピックの金メダルをも
たらすという最高の賞を勝ち取るとは。

　この若いアスリートは、若いころに成功したアマチュアボクサーだった父ピーター
に触発されてボクシングを始めた。ケイティーは郷里のブレーのボクシングクラブ
で、ピーターをコーチに週に2度の練習を開始した。彼女がボクシングを始めたこ
ろ、女子ボクシングはアイルランドで認知されたスポーツではなかった。それでもケ
イティーはボクシングに専心し続け、弱冠20歳の2006年、初めて世界選手権で
優勝した。ライト級で世界やヨーロッパ選手権を勝ち続け、女子ボクシングが初めて
種目の一つとなった2012年ロンドン五輪に出場するまでに多くの相手を打ち負か
してきた。
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人生で最も誇らしい瞬間
　史上初のオリンピックの女子ボクシング競技を戦うことに加え、ケイティーは五輪
開会式でアイルランドの旗手にも選ばれ、世界の前で自身の代表チームを先導した。
それから2週間もたたないころ、ケイティーはロンドンのエクセルスタジアムで女子
ボクシングの金メダルをかけた決勝戦に出場した。相手はロシアのソフヤ・オチガワ
で、よい戦いを見せたが、ケイティーを破ることはできなかった。決勝後インタビュー
されたケイティーは「まさに夢が叶ったわ。金メダルを手にして国旗が上がるのを見
たときは、本当に人生で一番誇らしい瞬間だった」と話した。
　ケイティーは大いに成功した女子ボクサーだが、彼女が情熱を傾ける別のスポーツ
は女子サッカーだ。子どものころサッカーを始め、そのチームはいくつかのユース大
会で優勝した。2006年にはアイルランドの女子サッカーのフル代表チームに選出さ
れ、才能ある選手として名を上げた。2007年のUEFA予選のハンガリー戦で得点
を挙げ、2008年にはイタリア戦に出場、2009年にはカザフスタン戦の控え選手
だった。
　オリンピックで金メダルを獲った後、彼女はボクシングをやめてサッカーに専念す
ると信じる人もいたが、サッカーをこよなく愛しているものの、ケイティーはボクシ
ングをやめることはないと言う。「アイルランドのためにプレーすることは好きだし、
サッカーは大好き。でも結局は自分の一番のスポーツとしてボクシングを選ぶわ。
もしそれに関われないとしたら、恋しくて仕方がないだろうから」

親密な家族と強い信仰心
　結びつきの強い家族の中で育ったケイティーは、その成功を両親、きょうだい、そ
して神への強い信仰心のおかげだとする。「ボクシングをしているとき、本当に神様
の存在を強く感じるの。神様がそばにいてくれなければ、リングに上がる自信も強さ
も本当に持てないでしょう」。金メダリストは禁酒主義者でもあり、練習中は厳しい
ダイエットに従っているが、「私はちょっとチョコレート中毒なの」と本人も認めて
いるように、これは難しいことだ。その上、友人らと過ごす自由な時間も多くは取れ
ない。「練習はいつもとても激しいので友達と会うのは本当に難しい。このようなこ
とは結構つらいけど、それは払わなければならない犠牲で、そうすることに悔いはな
いわ」
　多くの人がケイティーを、謙虚で地に足がついていて純粋だと評する。これにもう
一つの特徴が加えられるだろう。人を鼓舞する力だ。より多くの少女がボクシングの
練習を始めるにつれ、ケイティー・テイラーは彼女たちが将来のオリンピックの栄冠
へと付き従うことのできる草分け的な手本である。「みんなが未来の本物のスターに
なるわ」とケイティー自身が言うように。まさにケイティーのように。
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 p. 26	 Reviving	Traditional	Thai	Puppetry	

Exercise 1

 1. b) 2. a) 3. a) 4. d) 5. d)

 6. a) 7. a)

Exercise 2

 1. c) 2. b) 3. a)

[ 試訳 ]
伝統のタイの人形劇を復活させる

今日のタイの人形劇の最も人気の様式は、小さな人形という意味の「フン・ラコーン・
レック」だ。しかし「フン・ラコーン・レック」は100年前、廃絶しかけた。この
ドラマチックな芸術が過去40年で息を吹き返すようになった道には目を見張るもの
がある。

　物語は100年以上前、才能ある「コーン」ダンサーのクラエ・サプタワニトとと
もに始まる。「コーン」とはマスクを着けて踊るタイの伝統的なダンス劇だ。1901年、
そのときすでに老人だったサプタワニトは、伝統的な王室の人形を基に約1メートル
の高さの一組のさおでできた人形を開発した。その頭部と上半身は張り子でできてお
り、下半身はワイヤでできていた。色鮮やかな衣装を着て、可動の手足を持っていた。
　各々の人形は、やはり「コーン」ダンスの名手でなければならない3人の人形遣い
によって操られる。サプタワニトは多くの人形遣いを訓練し、その後、人形劇一座を
つくった。彼らが行うショーはすぐに人気となったが、サプタワニトは死ぬ前に一座
を閉じ、100体以上の人形を川に捨ててしまった。幸運なことに30体の人形は回
収され、サプタワニト一座の元人形遣いのリーダー、サコーン・ヤンキアウソトに授
けられた。
　1985年までにサコーンはさらに多くの人形を創り出し、フン・ラコーン・レック
を復活させようと決心した。何年もの間、成功しなかったが、そのショーはやがて非
常に特別なものとして認知された。ついに彼は数々の賞を受賞し、国民的な認知を得
たのだ。2002年、タイ王室がバンコク中心部に劇場を見つける手助けをしてくれた。
その劇場はナッタヤ・サラ・フン・ラコーン・レックと名付けられた。英語ではジョー・
ルイス・パペット・シアターとして知られており、ジョー・ルイスはサコーンの英語
の愛称だ。
　「コーン」劇で、人形たちはインド起源の長編叙事詩「ラーマキエン」からの物語
を上演する。その叙事詩は善と悪の終わりなき戦いが見せ場だ。一番人気の登場人物
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はサルの戦士ハヌマンである。サコーンはかつてこう言った。「（これらの）人形たち
は魅力的だ。人間のように動けるのだから。うなずき、手を振り、指さすこともできる。
我々がするように踊ることもできる。人形遣いが人形に命を吹き込むのが、この劇の
神髄だ」
　残念ながら劇場の場所は 2010年に再開発のために接収された。2年以上の間
ジョー・ルイス・シアターは本拠がなかったが、2013年、バンコク中心部のチャオ
プラヤー川沿いの大規模な観光開発地アジアティークに再開場した。今、素晴らしい
人形劇は再び観客を引きつけている。
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 p. 28 Germany: Is It Really Going Green? 

Exercise 1

 1. h 2. g 3. e 4. i 5. b

 6. f  7. c 8. d

Exercise 2

 1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Exercise 3

 1. b) 2. d) 3. a)

Exercise 4

protect, climate, organization, 1960s, government, nuclear, 
bomb, environmental 

[ 試訳 ]
ドイツは本当にエコに向かっているのか

グリーンピースはドイツの原子力エネルギー、石炭、ガスへの依存を削減するという
注目すべき計画を持っている。このエネルギー革命は「エネルギーヴェンデ」と呼ば
れるが、誰もが長期的目標に専心しているわけではない。

　日本の原子力危機は、普段は細かいことにこだわる慎重なドイツ人を、素早く決然
とした行動に駆り立てた。2011年 3月の福島の原子炉心溶融の数日以内に、アン
ゲラ・メルケル首相はドイツの原子力発電所17基のうち最も古い7基の閉鎖および
全原発の3カ月の安全点検を命じた。
　これは特別なことだった。メルケル首相は、原発を運営する大手エネルギー会社
に取り入っていることで知られる政党、キリスト教民主同盟（CDU）の代表なのだ。
左派の社会民主党と緑の党による以前の連立政権が2022年までの脱原発にすでに
合意していたが、CDUは延期を求めていた。原子力は汚染がなく安価であると同党

Unit 6
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は言っていた。

原子力に賛成か反対か
　ドイツでは原子力は安易に受け入れられてはこなかった。1970年代、反核ポスター
は一般的であり、原子力も総発電量の25％以上に成長することはなかった。「原子力
事故の危険性が予測できないので原子力は単に安く見える」とグリーンピースのクミ・
ナイドウ国際事務局長は話す。
　再生可能エネルギーが総発電量の17％を構成するようになり、ドイツはすでに環
境意識において世界の先端を行っている。緑の党は極めて影響力があり、ドイツは何
十年も風力発電、水力発電、バイオ燃料、太陽光発電、光電池（PV）などを積極的
に研究してきた。例えば、SMAソーラーテクノロジーは光電池インバーターと太陽
光電解液を開発した。1981年に設立されたばかりの同社は5千人以上の従業員を
雇い、世界のPV市場の40％を占めている。
　ドイツ風力発電協会もある。2012年には合計2439メガワットが発電され、風
力タービン1008基が設置された。前年から431メガワット、新タービン113基
の増加だ。老朽化した小型のタービンも改良された。個人や中小企業がこれらのター
ビンに投資ができ、再生可能エネルギーは魅力的なビジネスになっている。
　脱原発の取り組みに懐疑的なドイツ人もいる。「ドイツで原発をなくすことに何の
意味があるのか。フランスには多くの原発があるっていうのに。それらはドイツのよ
り安全ではないのではないか」と銀行計理士のラインホールド・クリーガーは尋ねる。
原子力はフランスの総発電量の75％を占める。仮にドイツがフランスないしチェコ
から原子力を輸入したとすれば、ドイツ独自の再生エネルギー計画は冗談になってし
まうだろう。「現在の劇的展開は過剰反応だ。政治家が大衆を喜ばせようとしている
だけ」とクリーガーは感じている。

再生可能エネルギー――単なるSF
　確かに、政治家らはまた大企業を喜ばせようとしているようだ。再生可能エネルギー
条例によって課される環境エネルギー料は、多くの家庭や中小企業の電気代を上昇さ
せた。依然として1000企業以上が世界市場での競争力維持のために料金を免除さ
れている。緑の党は、この免除によってこれらの企業は最大40億ユーロを節約でき
ていると見積もる。評論家らは、産業界は再生可能エネルギーの意図を真剣に考える
ことはないだろうと批判する。
　その上、世界最大の自動車生産国の一つとして、ドイツは国民をハイブリッド車か
電気自動車に乗り換えるように説得することもできない。ドイツの政治家でさえ、い
まだに大型の二酸化炭素を排出するBMWを運転している。メルケル首相は、同国で
の電気自動車の台数が2020年までに百万台に増えることを期待している。現在運
転されている電気自動車は4600台で、登録台数のわずか0.01％だ。
　グリーンピースは、ドイツにとって完全に再生可能な未来はあたかもSFのようだ
と認識している。しかし、広告パンフレットで自信を持って主張しているように、「技
術的には何でも可能だ。これを築き上げる時期は？　20年。その結果は？　素晴ら
しい新世界だ」。



16   Catch the World: Voyager  2nd Edition

 p. 32 Sundays in Germany: Shopping or Not? 

Exercise 1

 1. a) 2. d) 3. b) 4. b) 5. d)

 6. a) 7. d) 

Exercise 2

 1. b) 2. a) 3. c) 

[ 試訳 ]
ドイツの日曜日：買い物するかしないか

ドイツをはじめ多くのヨーロッパ諸国は長らく日曜日における閉店法を保持してき
た。しかし、日曜日営業の考えがここで徐々に容認されつつある。

　マレーシア出身のケニー・クフーはドイツのドレスデンへの転勤にわくわくしてい
た。任務が1カ月もたたないうちに、この若者はすっかり退屈していた。「ここの人
たちは日曜日に何をしているんだい？　どこもかしこも閉まっている。街は完全に死
んでるんだ！　マレーシアではショッピングモールをぶらぶらしたり、夜遅くでも夕
食を食べたりするっていうのに」
　多くのアジア人はドイツの店舗が日曜日に閉まっていることに驚く。政教は分離し
てはいるが、閉店法は安息日に休養するというキリスト教の命に根付いているのだ。
日曜日は伝統的に教会と家族のためにある。ドイツの憲法にはこれを支持する条項さ
えある。最近まで店舗は、平日は午後6時、土曜日は午後2時に閉まっていた。今
ではずっと緩和されており、都市部の店は毎晩7時か8時まで開いている。
　日曜日営業は長年、よく議論に上ってきた。営業に賛成の圧力団体は、グローバル
化によって普通とは違う時間帯に働く人たちのために店は日曜日も開けるべきだと主
張する。日曜日に営業していれば、そういった人々がもっとゆったりと買い物や用足
しができるようになるだろう。また観光業にとっても良いことだろう。実際、空港や
駅の中や周辺の店は観光客向けに開店することが許されている。店はまた、年に数回
の日曜日、日曜日のショッピングの日に営業することができる。この「営業ショッピ
ングの日曜日」は通常、有名なクリスマス前のアドベントマーケッツのような地方の
祭りと一致する。
　営業反対の圧力団体は教会、労働組合、保守派の政治家などだ。しかし、これには
静かな日曜日を好む多くの普通のドイツ人も含まれる。教会へ行くためではなく、日
曜日が家族のための日だからである。天気が良ければ日曜日のいなかの小道は、コー
ヒーとケーキを楽しむ前に散歩をする大勢の家族でにぎわうかもしれない。パン屋や



1717

菓子店は日曜日、商売繁盛だ。
　若い女性のベアト・ルファーは言う。「より長い営業時間を維持したら、多分物価
ももっと高くなるでしょう。今ではネットでより買い物をしているわ。多くの店員は
とても感じが悪いと思うので。いずれにしても、若いドイツ人は年配のドイツ人とは
全く違った買い物の習慣を持っているの。何に慣れるかっていう問題だと、本当に私
は思うわ」
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 p. 34	 Dōmo	Dōmo	Paradise:	Train	Jungle	

Exercise 1

 1. e 2. b 3. c 4. d 5. f

 6. h 7. i 8. g

Exercise 2

 1. T 2. T 3. F 4. F 5. F

Exercise 3

 1. c) 2. d) 3. a)

Exercise 4

elbowed, available, stared, angry, cell, slightly, addicted, greet 

[ 試訳 ]
どーも・どーも・パラダイス：電車ジャングル

　新宿駅で電車の扉が開くやいなや、僕は車両に突入し、サラリーマンをひじで押し
やって、最後の空席に体をねじ込んだ。すぐに目を閉じ寝たふりをする。スペインか
ら最近やって来た友人のカルロスが後からついてきた。
　「疲れているのかい？」彼は尋ねた。
　「全然。日本で電車で席を取った後にする最善のことは、目を閉じることさ。少な
くても最初の数分間はね。席を確保するのに押しやってしまったかもしれない人から
の視線を避けられるから」。厳然と僕は答えた。
　「日本人は個人としてはとても礼儀正しいのに、集団になるとトラみたいに戦うの
は一体どうしてなんだろう」とカルロスは言った。
　「心配ご無用。概して人々はとても礼儀正しくて、集団の中でも礼儀正しい人だっ
ている。例えば、どんなに混んでいても、駅長はいつも列車に手を振るんだ。特に出
発していくものにはね」と僕は言った。
　「それは信じられないくらい良いマナーだ」とカルロスは驚いた。

Unit 7
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　しばらくして僕は、目の前に座っている美しい女の子を思わず見つめていた。夢想
し始める…。
　カルロスが僕の視線を追って、ずうずうしくも僕の思考を中断させた。「あの子が
気に入ったのかい？」。にやつきながら、うるさく質問してきた。
　「うん、でも彼女は明らかにケータイ症を患ってる」と悲しげに僕は言った。
　「ケータイ何？」
　「ケータイ症さ。ケータイ中毒なんだ。その証拠の症状を見たまえ。肥大した親指、
前屈みの首、それに少し斜視で。このごろはケータイでじゃないと誰ともコミュニケー
ションを取れない人がいるもんだ」
　カルロスは僕を見て、初めは信じていないようだったが、すぐに自分の目で見たこ
とに十分納得した。しばらくして彼は言った。「電車や電話の話はもういいよ。僕が
知りたいのは日本でガールフレンドを見つけられるかってこと」
　「ああ、できるとも。でも、大きな問題は出会いとあいさつさ。例えば、2、3カ月前、
駅のホームできれいな女の子と話を始めようとしたんだ。彼女は僕の質問には何も答
えてくれず、最初にちらっと見ただけでこっちを見ようともしない。何回か試した後、
僕は諦めて電車を待とうと隅に退却した。扉が…」
　「臆病者だな」とカルロスは笑った。
　「言っていたように、扉が開いて、僕は中に入って座った。誰も押しのける必要が
なかったので、目を閉じなかった。でも座った瞬間、何を見たと思う？」
　「何だい？」。期待で目を見開いてカルロスは尋ねた。
　「話しかけようとしていた女の子、その僕を見向きもしなかった女の子は、まだホー
ムにいて電車を待っていた。でも今は僕を見て、目が合ったとき、彼女は微笑んでバ
イバイって手を振ってくれたんだ。恥ずかしがり屋で、僕が安全に『檻に入れられる』
まであえて何もしなかったのか。それとも、僕が行っちゃうんで、ただ嬉しかっただ
け？」
　「それとも駅長だったのか」。カルロスがにやつきながら尋ねた。
　「まさか！」。僕たちの駅を知らせる車掌の声が僕とカルロスの会話を遮り、僕は電
車を降りる準備をした。エスカレーターに乗っているとき、僕はホームに立っている
駅長に手を振った。
　「一体なんであんなことをしたんだい？」とカルロスが尋ねた。
　「彼が時間をやり過ごすのを手伝ってあげたかったんだ。確かに彼は僕のことを知
らないよ。でも、きっと一日中、外国人と最後に飲んだのはいつだっけ、なんで僕の
ことを全然思い出せないんだろうって考えるよ。結局のところ、一日中電車に手を振
るのは最高にわくわくする仕事にはなり得ないからね」
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 p. 38 What Do You Say?: At a Fast Food Restaurant 

Exercise 1

 1. j 2. l 3. k 4. g 5. h

 6. e 7. a 8. f  9. b 10. c

 11. d 12. i

Exercise 2

customer, Can I, on the menu, Burger, 5.60, one dollar, combo, 
French fries, I’ll take, for here, up size, to go, extra 

[ 試訳 ]
ファストフード店にて

いらっしゃいませ。何にいたしましょうか。
えーと…何かセットメニューはありますか。

はい。5ドル60セントでビーフハンバーガー、フライドポテト、ドリンクがござい
ます。
それをください。カフェラテでお願いします。
もう少し安いセットはないの？

野菜サンドとコーラで4ドル30セントはいかがでしょうか。
それにするよ。

かしこまりました。こちらでお召し上がりですか、お持ち帰りですか。
ここで食べるよ。

これは僕のおごりだ。
うわ、ありがとう！

でも、この前一緒に食事した高級フレンチ店で支払いをしたのは私だったんだけど。
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 p. 40 Indian Cooking: As Diverse as India Itself 

Exercise 1

 1. c 2. d 3. b 4. f  5. e

 6. h 7. i 8. g

Exercise 2

 1. T 2. T 3. F 4. F 5. F

Exercise 3

 1. b) 2. d) 3. b)

Exercise 4

enjoyed, cuisines, huge, try, finding, vegetarian, restaurants, 
serve 

[ 試訳 ]
インド料理はインドそのもののようにさまざま

インドの「主食」をまさにこれ、と指し示すことは困難だ。伝統的に各地域の人々は
そこで育ったものを食べていた。今日でも料理は地方によってさまざまだ。

　その料理が米が基本またはパンが基本などと単純に定義できる多くの国と異なり、
インドには幅広い気候、土壌、そしてそれによる食習慣がある。インド全土で米と小
麦はさまざまな形で食べられているが、米が主食の地域もあれば小麦が優位を占める
地方もある。一部の地域では、この2つの組み合わせにキビを足したものが主食だ。

地方の風味に合うパン
　北部および中央インドでは小麦が主食で、通常チャパティスまたはロティス（酵母
が入っていないパン）を作るのに使われる。ロティスを作るには、硬いパン生地を作
るために小麦粉が水でこねられる。一部の地方では塩と（または）油も使用される。

Unit 8
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パン生地はそのまま置かれて水を完全に吸収した後、小さな球状に形作られる。各々
の球は平らな円形に引き伸ばされ鉄板で焼かれる。
　プルカは油分のない小型のロティで、直接火で焼かれる。パランサとは引き伸ばさ
れている間、さらに鉄板で焼かれている間に油かギー（液状バター）が塗られるものだ。
好みに応じて青物や野菜、肉などを詰めることもある。プーリはプルカよりさらに小
さく、油をたっぷり使って揚げられる。
　ロティスは野菜や肉のグレービーソース、レンズ豆（ダル）、ヨーグルト、ピクル
スなどとともに昼食や夕食に食べられる。プーリや詰め物をしたパランサ、ポハ（打
ち伸ばした米）は、しばしばバターミルクか甘いヨーグルトベースの飲み物ラシと一
緒に朝食に食べられる。
　西部のグジャラート州とマハーラーシュトラ州では、小麦と米の両方が主食として
食べられている。ここのロティスは北部よりも薄くて小さい。ベサンというヒヨコマ
メを挽いて作った粉は砂糖と同じように（この地方の大半の食べ物は甘口だ）、グジャ
ラート州のいくつかの食べ物に使用される。グジャラートは風味のよい軽食で有名だ。
マハーラーシュトラでは、米またはキビで作られたロティ、ブハクリが米を食べる前
に食べられる。タマリンドに似た消化を促進する果物、コクムがマハーラーシュトラ
料理ではしばしば使われる。

東部の米と南部の米
　東部では主食は米で、しばしば魚と一緒に食される。ここで一般的によく使われる
マスタードオイルが食べ物に強い風味を加える。軽いコテージチーズ・ベースのベン
ガルの菓子、ロソゴラ、チュムチュム、サンデシュなどは東部一帯で人気だ。
　南部もまた米食地方だ。食べられる米の種類は土質、降雨量その他の要素によって
異なる。ケーララ州では赤米で、それは調理されると、他地域で一般的な精米した白
米よりもはるかに大きくなる。白米より早く消化され、繊維質や栄養分が高い。ココ
ナツの木が海の近くでは生い茂っているので、ここではココナツが多くの料理で使わ
れている。大抵のケーララの人々は調理にココナツオイルも使用する。
　米はさまざまなカレー、肉や野菜の副食、ヨーグルト、ピクルス、そしてしばしば
アパラムまたはパパダム（レンズ豆でできた丸い揚げウエハース）とともに食べられ
る。米とウラド・ダル（レンズ豆の一種）は、朝食用にイドリス（軽い蒸しパイ）と
ドサイス（パンケーキ）を作るのに使われる。アーンドラ・プラデーシュ州では、人々
は米を野菜の副食と混ぜ合わせることによって食事を始める。これにダル、別のカレー
またはラサム（辛いスープ）、そして最後にヨーグルトが続く。
　インド中の海岸地方ではシーフードが食生活の不可欠な部分だ。羊肉や鶏肉も広く
食べられている。キリスト教徒が牛肉と豚肉も食べる一方、イスラム教徒は牛肉は食
べるが豚肉は食べない。ヒンズーバラモン教徒、ジャイナ教徒（マハーヴィーラの信
者）、その他数宗派は菜食主義者で、いかなる種類の肉も卵も食べない。
　概して、インドの主食は、地方によって異なるスパイスと油で味付けされ多くの形
で食される小麦、米、さまざまな種類のレンズ豆と言うことができる。食いしん坊の
観光客は、インドを訪ねてここで作られるあらゆる食べ物を試食すれば大いに楽しめ
ること請け合いだ。
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 p. 44 Ligurian Cuisine: From Nature with Amore 

Exercise 1

 1. c 2. b 3. e 4. d 5. h

 6. i 7. f  8. g 

Exercise 2

 1. b) 2. a) 3. c) 4. b) 

[ 試訳 ]
リグーリア料理：自然より愛をこめて

リグーリアはイタリアのとても小さな地方、温暖な気候と長い歴史を持つ海と山の地
域だ。これらの利点のおかげで、リグーリアの食はイタリアで最もよく知られる料理
の一つになった。

　リグーリアは地中海沿岸にある山の多い細長い土地だ。フランスのリビエラからト
スカーナの州境にかけて、この地方には壮観な景色が広がっている。山々はリグーリ
ア海に転がり落ちるようで、多くの家は岩の多い岬に建てられている。
　この山と海の出合いが、面白くもさまざまな料理という結果になった。リグーリア
料理は魚と野菜の新鮮で爽快な風味をベースにしている。すべての料理は、通常オリー
ブオイル、そしてたまに少量のレモンジュースで簡素に調理される。
　数十年前まで大半のリグーリア人は船乗りか漁師だった。その食事は今でも肉より
魚やシーフードに基づいている。おいしいアンチョビやタイ、タコ、ムラサキガイな
どを豊富に使っているのだ。イタリア中そして世界中からの観光客が魚料理店で食事
するためにリグーリアを訪れる。
　リグーリアからの最も有名な料理が世界を席巻した。それはバジルの木の小さな葉
が由来だ。新鮮なバジル、オリーブオイル、にんにく、松の実、チーズからできるソー
ス、ペストである。
　ペストは主にパスタ用のソースとして使用される。しかし、スープや野菜および魚
料理にも加えられることがあり、パンに塗られることもある。おいしく、美しい緑色
をしている。
　米は主に風味豊かなパイの材料としてリグーリアでは一般的だ。パイは通常、調理
された米と野菜がたっぷり入ったパイ皮で作られ、焼かれる。温かくても冷たくても
食べられ、本当においしい。
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　岩の多い庭でリグーリア人はブドウとオリーブの木を栽培し、いくつかのイタリア
で最高の白ワインとオリーブオイルを生産している。オレンジ、レモン、柿などもこ
の地方ではよく育つ。はるか山の上には栗とマッシュルームがなっている。
　リグーリアの最も有名なケーキは、この地方最大の都市ジェノバからのパンジェノ
ベーゼだ。サルタン（干しブドウ）がたっぷり入った濃厚な味のケーキで、リグーリ
アの甘口のデザートワインとよく合う。
　有名な場所の一つはチンクエ・テッレ国立公園で、観光客らは海岸沿いを散歩でき、
道すがら、さまざまなレストランを堪能することができる。おいしい料理と魅力的な
古いレストラン、上質のワイン、それに気さくな人々…リグーリアが人気の旅行先で
あることに不思議はない。
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 p. 46 Best Friends—Forever

Exercise 1

 1. d 2. b 3. e 4. c 5. g

 6. h 7. i 8. f

Exercise 2

 1. T 2. T 3. F 4. F 5. F

Exercise 3

 1. a) 2. b) 3. d) 

Exercise 4

social, arrange, memories, photographs, college, reunite,  
updates 

[ 試訳 ]
最高の友達は永遠に

彼女たちは1960年、7歳のときに出会い、すぐに親友になった。10年後まで友達
でい続けたが、10代のとき、けんかをしてしまった。2人が再び口をきくことはなかっ
た。インターネットを介して再会するまでは！

　ベッキーは元々、自分の仕事の手助けになるようにフェイスブックに登録したと
言っていた。彼女は作家で、ソーシャルネットワーク上にページを創設することで自
分の本をもっと売りたいと思っていた。他の作家たちは彼女に、それは手助けになり、
そのつながりを通してさらに執筆の仕事を見つけられさえすると言った。

　ベッキーは登録した。自分のページを立ち上げ、このソーシャルネットワークがど
んなことをもたらしてくれるかを探索し始めた。高校・大学時代に知り合いだった多
くの旧友たちを見つけ、再び連絡を取り合った。

Unit 9
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　そんなある日、ベッキーは見覚えのある名前を見つけた。サラ・ハーモンだ。他の
旧友には、ベッキーは思い切って「友達になって」くれるよう願い出ていた。だがサラ・
ハーモンとは違った。10年以上も親友であったにもかかわらず、2人は高校時代に
仲たがいし、再び口をきくことはなかったのだ。

　当時互いに7歳だったサラとベッキーは1960年、2人の家族が新しい町に引っ
越してきたときに出会った。2人は親友になった。何でも一緒にし、毎晩何時間も電
話で話をした。

　成長するにつれ、2人は友達でい続けた。宿題をし、買い物に行き、互いの家族の
集まりに参加し、一緒にサマーキャンプにさえ行った。ベッキーの母親は、娘はうち
よりもサラのアパートにいる時間のほうが長いとよく言っていた。サラの母親も逆に
同じことを言っていた。

ある口論が友情を台無しに
　高校に入ったとき、何かが変わった。サラはベッキーより人気があった。ベッキー
は嫉妬した。サラは、ベッキーがしばしばいらついて自分に意地悪く当たることに気
がついた。

　ある日の午後、2人は口論をした。ベッキーをいらつかせていることでけんかした
わけではなかった。全く関係のないことで口論したのだ。2人とも後悔するようなこ
とを言ってしまった。互いに話をすることをやめた。学校では互いにやり過ごし、無
視を装った。これは高校を卒業し別々の道を行くようになるまで続いた。

　ベッキーは大学に進んだ。1年生のとき、サラの父親が亡くなったことを聞いた。
彼女はサラの父が大好きだった。面白い人で、よく娘と友達をからかっていた。ベッ
キーは何年も彼に会っていなかったが、彼の死が悲しかった。サラに手紙を書くか電
話したいと思ったが、どちらもしなかった。

　それよりも、自身の人生を生きた。学位を取って教師として働いた。そして夫と出
会った。一緒になって2人の子どもに恵まれた。子どもたちが小さいころ、家族はア
リゾナに引っ越した。ベッキーは物語と本を書き始めた。その一つの物語は、彼女と
サラが互いに買いあった友情のブレスレットについてだった。サラも自分と同じくら
いはっきりとあの日々のことを覚えているかしら、とベッキーは思った。

イエスタデイ・ワンス・モア
　ベッキーは思い切ってやってみることにした。ほぼ40年ぶりにサラにメッセージ
を送った。

　1時間もたたないうちに返事を受け取った。「あの友情のブレスレットを買ったと
きのことを覚えてる？」とサラは書いていた。「私はまだ持っているわ」



2727

　「私も持ってる」とベッキーは返事をした。そしてブレスレットについて書いた物
語を添付した。「あら、まあ」とサラは答えた。「まるで昨日のことのようね！　楽しかっ
たわ」

　これとともに友情が新たに始まった。2人はその後の互いの人生を詳しく知らせ
合った。そして、サラとベッキーはまた電話で話し始めた。

　約1年後、サラと夫が休暇でアリゾナに飛行機でやって来た。ベッキーは2人を
自宅へバーベキューに招待した。サラの手首には友情のブレスレットがあった。ベッ
キーも自分のブレスレットをしていた。
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 p. 50	 Cultural	Differences	Don’t	Matter	

Exercise 1

 1. d 2. e 3. i 4. b 5. c

 6. h 7. f  8. g 

Exercise 2

 1. b) 2. c) 3. b) 4. d) 

[ 試訳 ]
文化の違いは問題じゃない

国際カップルは自分たちの関係をどう見ているのだろうか。熊本出身の28歳の看護
師、松本スミカと、恋人のアメリカ出身の26歳のテレビゲーム・プロデューサー、
パトリック・デゥイヤーが本音を語る。

違う人種の人と付き合うのにためらいはありませんでしたか。
パトリック：全然。彼女の性格が好きなので、人種が何であろうと彼女と恋に落ちて
いたと思います。
スミカ：誰かと付き合うとき、一番大事なのは性格であって国籍ではないと思います。
でも付き合った最初は少し心配でした。日本とアメリカの間の大きな距離を考えてし
まっていましたから。

国際カップルでいてよかった点は何ですか。
パトリック：日本の家族と「本当の」関係を持つことができました。それにこの国の
地方のライフスタイルを直接経験することもできたし。彼女の両親の家へ行ったとき、
お祖父さんとお祖母さんの農園の手伝いをしたんです。それは本当に貴重な体験でし
た。
スミカ：私の場合も同じことが言えますね。一度、ミネソタのパットの故郷を訪ねた
んです。素晴らしい時間を過ごしました。彼の家族にとても温かく迎えてもらって。

これまで文化の違いから起こった問題はありませんでしたか。
パトリック：確かに多少の問題はありました。でも、ほとんどは僕らの性格の違いか
ら起きたものと思います。
スミカ：私もそう思います。でも時々、私の「畳文化」と彼の「床文化」には違いが
あると感じますよ。例えば、パットはパンくずのようなものを床に落としても気にし
ないんです。こんなようなことには時々イラついちゃいます。
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では、深刻な文化の違いに気づいたことは特にないと？
パトリック：もし何らかの文化の違いを感じていたら、僕たちの関係はこんなに長く
続かなかったと思います。初めからずっとスミカはアメリカの文化に興味を持ち、そ
れを理解してくれています。僕も日本の文化に対して同じです。だから、文化的背景
にかかわりなく、単に一人の男性と女性としてよい関係を築けてきたんです。

将来的な計画や抱負を聞かせてください。
パトリック：スミカはアメリカに住みたいと思っていて、僕もそう思っています。で
もまだ、仕事を諦めて日本を離れることはできないんです。
スミカ：私の家族は想像していたよりずっと簡単に彼を受け入れてくれて、私が彼と
の関係を続けていくことをとても喜んでいます。どこに落ち着くかは問題じゃありま
せんよ。
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 p. 52	 Jordan:	Seeing	It	Your	Way

Exercise 1

 1. e 2. f  3. b 4. c 5. d

 6. i 7. g 8. h

Exercise 2

 1. F 2. F 3. T 4. T 5. T

Exercise 3

 1. c) 2. a) 3. b)

Exercise 4

visit, Valley, lowest, times, seawater, problems, mud,  
importance 

[ 試訳 ]
ヨルダン：自分なりに見てみよう

ヨルダンには見どころがたくさんあり、それを見るのに団体に参加する必要はない。
独自の旅行を計画し、パックツアーの旅行者が見る機会を逃してしまう多くの場所を
訪ねるのは、思っているより簡単だ。

　ヨルダンのアブドゥッラー国王は最近、「中東での紛争」のために同国を訪れない
ことは「…ボストンで暴動が起きたらシンシナティには行かないでおくと言っている
のと同じ」と書いた。
　ヨルダンは確かに、ゆったりとしたストレスのない休暇には格好の場所で、紛争地
帯のヨルダン川西岸がほんの川の向こう側とは信じ難い。私たちが会ったほぼすべて
のヨルダン人は礼儀正しく、気さくで、歓待してくれた。
　国王はまたディスカバリーチャンネルの番組「ヨルダンのロイヤルツアー」にも出
演して同国を広報した。国王が紹介した場所のいくつかは、イギリスのパックツアー

Unit 10
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会社がまず滅多に訪れないところだ。私はある懸賞で航空券が当たっていたが、完全
なパックツアー以外のものを売るのに関心がありそうな旅行代理店は１軒もなかっ
た。私たちは、地元の旅行社でオーダーメイドの旅が利用できないかと思った。
　ネット検索するとすぐにヨルダンの旅行社のリストが見つかった。何度か電子メー
ルで問い合わせた末、一つを選んだ。
　その旅行社はホテル泊4泊と砂漠でのキャンプ2泊付きの同国の6泊旅行を、と
ても良心的な値段で提供していた。これにはヨルダンの「4大」観光地（ぺトラ、ジャ
ラシュ、死海、ワディラム）並びにそれほど知られていない場所数カ所への訪問が含
まれていた。さらに、ガイドのアディーブが運転する四輪駆動車での移動も込みだっ
た。
　この魅力的で物知りな若いベドウィン人は、私たちの休暇を本当に素晴らしいもの
にしてくれた。乗馬やラクダ乗り、船底がガラスの船での紅海クルーズなどいくつか
の追加観光を良心的な料金で手配してくれたのだ。
　ガイドブックはいくつかの場所の規模を伝えきれていない。それらは寺院や邸宅で
はなく…都市だった！　次の目的地へとどやどやとまたバスに乗り込む前に、「ぱっ
と見て回る」以上のこと、そして2、3枚の写真以上が必要だろう。少なくとも半日
は費やしてもらいたい。歩きやすいくつを履き、水を十分持っていくことを強くお薦
めする。そして、少なくとも必要と思う3倍のフィルムを忘れずに持っていくように。
　私たちが見たものの詳述はしないでおく。その代り、写真に語らせたいと思う。し
かし、それらですら、この国の限られた印象しか与えることはできない。ヨルダンを
十分に味わうには行ってみるに限る。
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 p. 56 A Day in the Life of an Amish Family 

Exercise 1

 1. c 2. d 3. b 4. f  5. e

 6. i 7. g 8. h

Exercise 2

 1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Exercise 3

 1. a) 2. c) 3. d)

Exercise 4

experience, lifestyles, different, machinery, electricity, clothing, 
buttons, early 

[ 試訳 ]
アーミッシュ一家の人生の1日

もし自分の人生がつらいと思うなら、このペンシルベニア州ランカスター郡のアー
ミッシュ一家を訪ねれば考えが変わるかもしれない。アーミッシュのように農場を切
り盛りするのは骨の折れる仕事だが、それだけの価値がある。

　あなたは自分の生活をつらいと思うか。では毎朝4時に起きて牛の乳搾りをするの
はどうか。これを年中毎日は？　これはアーミッシュの生活様式の一部にすぎない。
厳しい生活だが、彼らが心底愛し、何物にも代えがたい生活なのだ。
　アーミッシュの生活への見識を得るため、私はスティービー・グリック（39）を、
ペンシルベニア州ランカスター郡にある彼の70エーカーの酪農場に訪ねた。スティー
ビーと妻のメアリーは5人の子どもと共にこの農場で暮らしている。娘のミリアム
（15）が最年長で、息子はレビ（13）、アルビン（11）、ジョニー（8）、デビッド（5）だ。
　2人の年上の息子は、交替で午前4時に父と一緒に起きて牛の乳搾りをする。時々、
この1時間半の仕事が始められる前に牛を駆り集めて納屋に収納しなければならな
い。
　「私がほとんどの乳搾りをして、息子たちは牛の掃除をしたり乳搾りの準備をした
りします。乳搾りが終わると、ジョニーは外へ出て若い雌牛に餌をやり、私たちは乳
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牛を洗って7時半まで掃除をします」
　午前7時半、一家はそろって朝食をとる。家族の時間はアーミッシュにとってとて
も大切だ。彼らは家族として共に働き、食事をし、遊び、そして教会へ行く。
　1年のうちで学校のあるときは、子どもたちは約5マイル離れた一部屋の校舎へ通
う。夏は両親が年中毎日しているように、一日中農場で働く。
　「すきで耕作をしない場合は、馬を集めてすきにつないで午前中を畑で過ごします。
息子たちも一緒に来ますよ」とスティービーは説明する。

晴雨にかかわらず仕事がある
　アーミッシュの生活は自然にとても依存している。天気が良ければ仕事は外で行わ
れる。悪天のときは、屋内作業や修理仕事、機械整備などが行われる。
　午前11時半、みんなは昼食をとる。それから午後4時半の夕食まで仕事に戻る。
夕食後は再び乳搾りの時間だ。
　最終的に、他に何かするべきことがなければ、スティービーはゆっくりして新聞を
読む時間があるかもしれない。「昨夜は乳搾りの後、ムラサキウマゴヤシを狩りに畑
に出て、8時半ごろまでそれをしていました。それから馬小屋に馬を入れなければ
なりませんでした」とスティービーは言う。「その後、座って新聞を読み、寝ました。
早起きしなければならないので、だいたい午後9時半から10時には床に就くように
しています」

日曜日は安息日（隔週）
　「日曜日は乳搾りをしてから教会へ向かいます。そして、次の乳搾りまで時間があ
れば休みます」とスティービーは説明する。「教会へは毎日曜日は行かず、隔週日曜
に行きます。その間の日曜日には仕事を休みます。もっとも、それでも乳搾りはしな
ければなりませんが」
　グリック家が馬と四輪馬車で教会へ行くのにはほぼ1時間半かかる。「午前7時ま
でには出発するようにしています。今は、午後3時から3時半の間に教会から戻り
ます。教会は12時半まで続き、その後、昼食をとって帰宅するのです」
　フー！　アーミッシュの生活は厳しいものだが、それこそがスティービーとその家
族が本当に大切にしているものだ。
　「私たちは自分たちの生活を本当に気に入っています」とスティービーは言う。「本
当に好きでないことは何も思いつきません。息子たちが農家になりたいと思ってくれ
ることを期待していますが、それは彼ら次第です。仕事が多すぎるので、今は気に入っ
てはいませんが」
　アーメン。
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 p. 60	 Trans-Pacific	Partnership	:	Opening	the	Pacific	for	 
　　　　   Trade 

Exercise 1

 1. i 2. b 3. c 4. g 5. h

 6. e 7. f  8. d

Exercise 2

 1. F 2. T 3. T 4. F 5. T 

Exercise 3

 1. b) 2. d) 3. b) 

Exercise 4

tariff, exports, agricultural, efficient, wool, lambs, approximately, 
dairy 

[ 試訳 ]
環太平洋経済連携協定：開かれた貿易を太平洋に

ワシントンから東京、シンガポール、サンティアゴまで、環太平洋の諸政府は、世界
最大の自由貿易地域になりうる環太平洋経済連携協定の交渉に参加するようになっ
た。

　環太平洋経済連携協定（TPP）は、アジア太平洋経済協力協定参加国が関税などの
障害を軽減することを提案している。これらの自由貿易交渉は経済成長や雇用、ビジ
ネスに良いとして促進されているが、あらゆる人が納得しているわけではない。
　2013年 2月のワシントンでの会談で安倍晋三首相とバラク・オバマ大統領は、
日本が TPP交渉における11か国のグループに参加することを明らかにした。カナ
ダとメキシコは2012年末に交渉に参加しており、これでオーストラリア、ブルネ
イ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、

Unit 11
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アメリカ、ベトナムとなった形だ。
　太平洋間の経済成長への刺激を促すために、アメリカは関税などの貿易上の障害の
軽減を率先して行っている。だが、TPPは広い地理的範囲で自由貿易を広げる動き
を先導した小さな4か国の上に原型が作られているのだ。

その前にはP4が
　ブルネイ、チリ、ニュージーランドそしてシンガポールはアメリカと日本の持つ経
済的影響力はないかもしれないが、どれもが自国の経済的繁栄を貿易に依存している
先進国だ。10年前、別名P4協定として知られる環太平洋戦略的経済連携協定で、
太平洋をまたがる自由貿易を切り開いたのが、この4か国だ。
　P4協定は4か国間での製品やサービスの取引規定を書き換えた。数年間の交渉の
後、後にTPPによって拡張される基本原則を持って、協定は2006年に発効された。
それはこの4か国間で取引される製品にかかる大半の関税を取り除き、互いの企業へ
の各国政府の約定も公開した。
　TPPの潜在的影響についてP4が語るものとは何か。ニュージーランドの見地か
らすれば、貿易でもビジネスでもほとんど何も変わらなかった。ニュージーランドは
すでにほとんど関税のない、十分に開かれた経済だった。さらに、他のP4参加国は
ニュージーランドの主な貿易相手国ではない。上位4か国はオーストラリア、中国、
アメリカ、日本だ。
　ニュージーランドの与党・国民党と野党第1党の労働党はともに、この自由貿易協
定を支持している。政権与党にいたときP4協定を強固にしたのは、中道左派の労働
党だったのだ。

本当に自由か？
　しかし、www.itsourfuture.co.nz や fairdeal.co.nz のようなサイトでは、利害関
係のある市民らがこれらの貿易協定の隠された本質に異を唱えている。アメリカが製
品の輸出入以上の大きな変化を求めているのではないか、と恐れているのだ。ニュー
ジーランド労働組合評議会は、TPP協定が「将来のニュージーランド政府が労働者
や大半のニュージーランド人の利益になることをするのを阻害するのではないか」と
懸念している。
　オークランドのビジネス評論家ロッド・オラムはこれに同意する。「アメリカは本
来の TPP戦略を奪ってしまった…そしてその世界観をアジアに押し付ける方策とし
てそれを利用しようとしている」。オラムは、TPPは純粋な自由貿易というよりアメ
リカと中国の関係の行き詰まりに関する部分が大きいと指摘する。
アメリカの立場を動かして太平洋の協定に至るには長い時間がかかると確信している。
　しかしながら世界有数の農業生産国として、ニュージーランドは過剰に保護された
農家を持つ日本とは違う。430万人のニュージーランド人にとって、経済は同国の
農業および工業製品を広く遠くに輸出することにかかっており、地元の産業を守る関
税はほとんどないのだ。
　著作権や法的保護などの問題についての交渉が多く残されているなか、ニュージー
ランドでさえ、より広いTPP協定に飛び込んではいない。
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 p. 64	 When	Italian	and	Japanese	Cuisine	Come	Together	

Exercise 1

 1. c 2. b 3. e 4. d 5. i

 6. f  7. g 8. h

Exercise 2

 1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

Exercise 3

 1. b) 2. c) 3. d)

Exercise 4

prepare, local, ingredients, heat, cooked, mixture, cool, possible 

[ 試訳 ]
イタリアと日本の料理が一緒になるとき

すしからヒントを得て、イタリアの最も創造性豊かなシェフたちは米、魚、野菜といっ
た伝統的な食材を使い、おつで新しい料理を生み出している。日本食でもイタリア料
理でもなく、その結果は両者の完璧な融合だ。

　世界の多くの大都市ですしが夕食のおしゃれな選択肢となった一方で、イタリア風
すしが今、少なくともイタリアでは話題となっている。
　純正主義者は料理はどこで調理されようとも同じであるべきだと言うかもしれない
が、地元の味覚に合わせても問題ないと感じる人もいる。イタリアでは魚、米そして
野菜は主食材だ。それらを「すし風」に一緒にすることが今、新しいのだ。

大きな違いは何か
　もちろん、いくつかの変差はある。イタリアのすしでは魚は時々、ハーブと香辛料
で香りをつけたオリーブ油かレモンジュースを混ぜたオリーブ油に漬け込まれる。魚
を塩水に1日か2日漬け込むシェフもいる。時には魚は軽く燻られる。そして時折、
生で出される。
　イタリアの海は魚が豊富で、イタリア人はできるだけ新鮮な魚を食べるのが好きだ。
イタリア風すしで人気の魚はマグロ、メカジキ、マダイ、カサゴ、スズキ、それにエ
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ビなどの甲殻類などだ。
　イタリアは一年を通して野菜が豊富にたくさんそろっている。これはつまりイタリ
ア風すしは、アーティチョークからズッキーニ、そしてその間のあらゆる野菜の何で
あれ旬なもので作られるということだ。
　加えて、イタリアは世界の主な米生産国の一つだ。そうであっても、イタリア風す
しの作り手は時折、大麦や米型のパスタといった米の代用品を使う。いずれにしても
イタリア風すしの生食材は常に手近にあるのだ。

すしを支持するイタリア人シェフ
　確かに、イタリア風すしはイタリア料理の定番であるパスタやピザなどに取って替
わることはないだろうが、そのことがイタリアの休日を思い出深いものにするのに一
役買う。フランチェスコ・マペッリはすしに特化することを選んだ数少ないシェフの
一人だ。マペッリは1995年からミラノでテラッツァというレストランを経営して
おり、彼の地中海風すしには多くのファンがいる。
　繁華街の公園の樹齢数世紀の古木を見渡すテラスのある、このきれいな4階のレス
トランで、マペッリは、リゾ・ビアンコ・コン・カポナータ・ディ・メランツァーネ・
エ・ガンベッロのような特製地中海風すしでイタリア料理のメニューを補っている。
この料理では、すしの米とエビにシシリア風に調理されたナスが加えられている。オ
ルツォ・アレ・ベルドゥリッネ・デンティッチェ・エ・エルバ・チポリーナでは、米
は大麦に置き換えられている。
　リゾ・アル・ネロ・ディ・セッピア・コン・セッピオリーネ・エ・ポモドーロ・コ
ムフィでは、米はイカ墨で作られた伝統的なリゾットを思い起こさせる。魚の選択肢
は小さなイカで、野菜の材料は切り刻んだトマトのソースだ。
　典型的なイタリアの食材でもう一つの興味深い変差は、マペッリのペストの使用だ。
おそらく最もよく知られたイタリアのパスタソースであるペストは、バジルとガー
リック、おろしたペコリーノチーズをすり鉢の中ですりこぎで叩いたもので、焼いた
松の実の載ったカサゴすしを完璧に補完する。（リゾ・ビアンコ・コン・スコルファー
ノ・アル・ペスト・レッジェロ・エ・ピノリ・トスターティ）
　イタリアと言えばオリーブだ。マペッリはパリーナ・ディ・リゾ・ビアンコ・ペス
チェ・スパダ・エ・パテ・ドリーブを作るのに、メカジキに地中海の風味を加えるた
めに焼いたオリーブのペーストを用いる。
　ランチとディナーに開店し、持ち帰りのすしも提供するテラッツァ・レストランは、
地元住民と観光客の両者に人気がある。「当レストランのお客は銀行員やあらゆる企
業の重役から繁華街に住む人々まで、幅広くいらっしゃいます。どんな国籍の人もい
ますよ」とマペッリは話す。「実際、たくさんの日本からの団体客もここにランチを
食べに来ます」。それで、彼らが注文するものは？　「そうですね、パスタなどのイタ
リア料理ですね」と彼は笑う。

ワインとすしのおいしい関係
　イタリア人が、すしや刺身などの日本食と一緒に飲むのに完璧なワインを見つける
のに関心があるのはもっともなことだ。トリノで開かれた大きなフードフェスティバ
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ル、サローネ・デル・グストで、日本のレストランチェーン寿司岩の主なシェフの一
人、渡辺俊彦氏はすしと刺身の調理法を実地教授した。彼と並んで、イタリアのスパー
クリングワイン製造会社33社の組合が、これらの料理とよく合いそうな白・赤ワイ
ンのいくつかのサンプルを提供した。



3939

 p. 68 How Many Guns Are Enough? 

Exercise 1

 1. g 2. e 3. h 4. b 5. c

 6. i 7. d 8. f

Exercise 2

 1. F 2. T 3. T 4. F 5. F

Exercise 3

 1. c) 2. a) 3. b)

Exercise 4

gunman, mental, bullets, rifle, magazines, huge, weapons 

[ 試訳 ]
何丁の銃があれば十分なのか

米国憲法修正第2条は市民に銃を所持し武装する権利を与えている。常に物議をかも
しながら、銃の使用は「合法的な」銃を使った一連の大量殺人を受け、再びトップニュー
スとなる。アメリカの銃に関するいくつかの事実を紹介しよう。

銃の数
　アメリカ連邦捜査局（FBI）によると、アメリカには個人所有の銃が200万丁以
上あると見積もられている。これは違法所有の銃を含んでいない。多くの州がすべて
の購入者に登録や身元審査を求めていないので、法執行者らは何丁の銃が存在するの
か正確にはわからないのだ。登録や身元審査を求める州でも、販売者は必要とされる
確認をせずにしばしば銃を売る。2007年、ジュネーブ高等研究所による小火器調査
は、アメリカには2億7000万以上の銃があると試算した。

Unit 12
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銃規制の反応
　2012年 10月にコネチカット州ニュータウンで起きた6歳と7歳の20人の子
どもおよび6人の教師・学校職員が大量殺害された事件を受けて、アメリカ大統領は
議会に、精神障害や犯罪歴のある人々が銃を買いにくくする新しい法案を通すよう要
求した。銃の所有者と擁護者の団体である全米ライフル協会（NRA）はいかなる規
制にも頑健に反対し、「銃を取り上げられる前に」銃を買おうと大衆を煽った。12月、
約280万人が銃を買うために身元審査を申請したと FBI は報告した。

銃の種類
　一部の大量殺戮は30発以上の銃弾が入る弾倉のある自動小銃で行われた。このよ
うな武器を所持することは違法になるべきだと多くの人が同意する。しかし、この殺
傷力の高い軍用銃はメーカーにとって大変儲かるのだ。尊敬される雑誌「ザ・ネイショ
ン」によると、NRAは銃メーカーの団体から2005年以来3890万ドルを受け取
る一方、自動小銃の禁止に反対するロビー活動を活発に行っている。これらのメーカー
の一つがブッシュマスターで、ニュータウンの子どもたちを殺したAR-15軍仕様自
動小銃を製造した企業だ。

女性と銃
　女性もまた銃収集家であり使用者だ。キャシー・ギフォード下院議員は銃撃で瀕死
の状態になったとき、自身が銃を所持し使用していることを認めた。全米スポーツ用
品協会によると、趣味で銃を撃つ女性の数は2001年から2011年までで51.5％
増加し、ハンティングをする女性は41.8％増加した。銃メーカーのスミス＆ウェソ
ンは「レディー・スミス」回転式銃を製造し、他社もピンク色のモデルなど「女性用の」
銃を作っている。女性用の特別な銃クラブもあり、そこでは会員が射撃練習場で練習
することができる。

ネットで買われる銃
　アメリカの大人は誰でも、簡単に多くのウェブサイトから低価格で銃弾を買うこと
ができる。未装填の銃弾100発までが入った弾倉をネットで買えるのだ。販売者は
しばしば匿名で住所の代わりに私書箱を用い、一晩で出荷することができる。ニュー
タウンの子どもたちを殺した銃弾は、ネットで1000発あたりわずか400ドルで購
入可能だ。NRAは合法的な銃所有者に人気の銃弾の価格を引き上げるとして、販売
の規制に反対している。銃弾産業のカルテル団体である全米射撃スポーツ財団は、規
制は犯罪者に影響を及ぼさないとかつて述べた。

銃購買時の審査
　1999年の錯乱した男による大量殺害事件を受けて、NRAのウエイン・ラピエー
ル広報官は銃購入者の普遍的な身元審査を支持する声明を発表した。しかし、2013
年 1月の上院での聴聞会においてラピエールは「連邦政府の支配の下、法律を守る人々
がこの国であらゆる銃販売を望むとは思わない」と述べた。だが、クインニピアック
大学の調査では、92％のアメリカ人が銃購入の前に普遍的な身元審査を望んでいる
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ことが明らかになった。同調査は銃所有世帯（91％）と共和党員（89％）を含んで
いた。現行の法律は銃の小売業者に、銃の見本市または個人的な販売による販売者ま
たは個人所有者によって販売される場合を除いて、購入者の身元審査をするよう求め
ている。すべての銃の4割がこの方法で売られているとされる。
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 p. 72 The Plight of Elephants in Thailand 

Exercise 1

 1. c 2. b 3. d 4. f  5. g

 6. e 7. i 8. h

Exercise 2

 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F

Exercise 3

 1. d) 2. c) 3. b)

Exercise 4

hospital, impressed, trunk, log, stepping, recovery, shook, 
owner, treated 

[ 試訳 ]
タイのゾウの苦境

1世紀前、タイには10万頭のゾウがいた。今ではわずか5千頭で、これらのほんの
2千頭が野生で暮らしているにすぎない。一部の人々は2050年までに野生のアジ
アゾウはいなくなっているのではないかと予測する。政府、王室、野生動物保護団体
はこの状況が改善されることを願っている。

　夜、バンコクの混雑した通りに、人通りの中を歩く１頭か2頭のゾウを見かけるこ
とがあるかもしれない。観光客がここを訪れる11月から4月、およそ200頭のゾ
ウがゾウ使いとともに物乞いをしに、この街にやって来る。これがタイのゾウに残さ
れた数少ない選択肢の一つなのだ。
　過去には何千頭ものゾウが飼い慣らされ、材木の切り出しなどの仕事に使役された。
1989年、乱伐のせいでチーク材の切り出しが違法になった。お金が無くなり、ゾウ
使いらはゾウを物乞いのためにバンコクに連れてくるようになった。2003年、タク
シン・シナワトラ首相は「危険であり、交通の混乱を引き起こす」として、ゾウをこ
の街から締め出した。ゾウは来続けている。
　野生のゾウの暮らしも悪化している。100年前、タイの約80％は森林におおわれ
ていた。今ではわずか15％で、現存しているゾウに十分な食物がないのもしばしばだ。
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時々ゾウたちは畑を襲い、農家はゾウを追い払うために発砲しなければならない。「私
の国でなぜこんなことが起こりえるんだ？」と野生動物カメラマンのチャイヤン・ウィ
チポルは尋ねる。「私たちは常にゾウを尊敬してきたし、ゾウは国の象徴なのに」

救援に向かう国立ゾウ研究所
　2002年、タイ王室の支援でチェンマイ近郊に国立ゾウ研究所（NEI）が設立され
た。世界中から獣医や科学者、野生動物保護団体職員らがここにやって来る。センター
は政府機関ではあるが、資金の多くを観光客から得ている。実際、観光はプーケット、
スリン、カンチャナブリーといったタイの他の地域にあるゾウセンターやキャンプに
とって主な、そして最も現実的な収入源になっている。
　政府はまた、失業したゾウ使いとゾウたちに国立公園を警備させる仕事を提供する
手助けもしている。そして、これがゾウを野生に戻す計画を支援しているのだ。ラン
パン近郊の野生動物保護施設ドイパムアンでは、約40頭のゾウが野生で暮らしてい
る。NEI は野生で暮らす準備のできたゾウを、ここや他の公園に放している。
　政府評論家は、象牙販売の禁止や国内のゾウのためのより良い環境づくりなど、タ
イのゾウを守るにはさらなる法制度がまだ必要だと話す。

NEI ですべきこと
　NEI では、観光客の行動はゾウに乗ることからゾウ病院の訪問までと幅広く、この
病院はソライダ・サルワラによって設立された。彼女は子どものときから、けがをし
たり病気になったゾウの世話をしたいと思っていた。「疑い深い人たちはゾウの病院
を建てるという私の夢を笑いましたが、今では600頭のゾウを助けているんですよ」
と言う。「アジアゾウの友達」というソライダさんの慈善団体と自身のテレビ出演に
よって、タイのゾウは国際的な注目を集めた。
　NEI で観光客らはホームステイプログラムでゾウの世話をしたり、ゾウ芸術学院で
ゾウが絵を描くのを見ることができたりする。ここでは「才能ある」ゾウたちが器用
な鼻に持った絵筆で簡単な絵を描いている。スイスからの観光客ヘレン・フェイドー
は1枚の絵を5千バーツ（1万 5000円）で買った。「とてもきれいなので額に入
れて飾るわ」と彼女は言う。elephantartgallery.comでも購入可能だ。
　他の面白い企画にはタイのゾウオーケストラがある。特別な楽器を演奏するゾウの
一団だ。何枚かCDも録音しており、それらはよく売れた。さらに、手作りの紙に興
味があるなら、繊維質のゾウの糞で作った紙を1、2枚買いたくなるかもしれない！
　音楽や絵画や演奏はゾウたちにとってはあまり面白くないかもしれないが、彼らの
将来をより良いものにする助けとなっている。
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 p. 76 Fine Dining in France 

Exercise 1

 1. d 2. b 3. c 4. e 5. f

 6. i 7. g 8. h

Exercise 2

 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T

Exercise 3

 1. c) 2. a) 3. d) 

Exercise 4

tasty, freshly, butter, liver, cheese, olive, Top, tart 

[ 試訳 ]
フランスの素晴らしい食事

食べ物と食事はフランス人にとって神聖なものだ。食事はしばしば、いくつものコー
スを持つものになる。大いなる配慮と心遣いが食事の準備に捧げられ、料理人たちは
最も新鮮な食材を念入りに探す。

　食で有名な国フランスの食事は、何時間もかかることのある楽しい経験だ。レスト
ランの食事や家庭での特別な食事は食前酒で始まるかもしれない。一般的な食前酒は
白ワインとクレーム・ド・カシス（クロフサスグリのリキュール）を混ぜたキールだ
が、多くの人はベルモットか1杯のシャンパンを好む。オリーブやソーセージスライ
ス、クラッカーなどの前菜がしばしば飲み物と一緒に出される。

さまざまなコースはもちろん
　食事の最初のコースはアントレと呼ばれる。これはサラダかスープといった簡単も
の、またはもう少し凝った料理になる。究極のアントレはフォアグラで、これは肝臓

Unit 13
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が確実に特別大きくなるよう無理やり食べ物を与えられたガチョウやカモの肝臓だ
（今日、この慣習には議論がある）。この珍味はトーストとともに、そしてしばしば砂
糖漬けの果物と一緒に出される。
　伝統的にアントレには魚のコースが続くが、食事をする人たちはこのコースをとば
して肉または魚と野菜から成るメインコースに移るのを好むかもしれない。
　食べ物は常に魅力的に披露される。芸術家の絵筆で描いたような、皿を彩るソース
の渦巻きのある芸術作品のように料理を見せるシェフもいる。
　次に来るのはチーズのコースだ。レストランでは多くの違った種類のチーズを載せ
たトレーがテーブルに運ばれ、食事をする人たちは食べてみたいチーズを選ぶことが
できる。
　食事はデザートで終わる。ムース・オ・ショコラとクレーム・カラメルが2つの典
型的なデザートだ。他の人気の選択肢はケーキ、タルト、アイスクリームなどだ。
　「ワインのない日は日光のない日」とフランス人は言う。当然、ワインは大半の食
事のお供だ。そして、素晴らしい食事にはいくつかの種類のワインが必要とされる。
食事は白ワインで始まり、それに赤ワイン、そしてそれからおそらく甘いデザートワ
インが続く。
　コーヒー（通常はエスプレッソ）が最終章だ。しばしばチョコレートかクッキーが
コーヒーとともに出される。そして消化を助けるため、コニャックで食事を仕上げる
のを好む人もいる。
　フランス人はしばしば昼食や夕食でいくつかのコースをたっぷり食べるが、一方、
朝食は少なく質素だ。バターとジャムを塗ったクロワッサンかパン、それにコーヒー
が標準的な朝食のメニューだ。
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 p. 80	 Chinese	New	Year	Food:	A	Celebration	of	Life	

Exercise 1

 1. h 2. e 3. b 4. c 5. d

 6. i 7. g 8. f

Exercise 2

 1. T 2. F 3. F 4. T 5. T

Exercise 3

 1. a) 2. d) 3. d)

Exercise 4

spend, include, world, relatives, far, remember, kid, prepare 

[ 試訳 ]
中国の旧正月料理：人生の祝賀

世界で最も好まれる料理のいくつかは中華だ。クリーミーなフカヒレスープのような
人気料理であれ、質素な庶民生活に根付いたワンタンヌードルスープであれ、中国料
理はその味覚で常にごちそうだった。そして、中でも旧正月の料理は最もおめでたい
ものだ。

　中国人にとって、通常1月末か2月初めにあたる中国の旧正月に勝るごちそうは
ない。春節とも呼ばれ、希望の復活を意味し、多くの儀式や作法で祝われる。旧正月
には誰もが家を掃除し、新しい服を買って古い借金を返済し、特別な料理を食べる。

食べ物の意味
　子どもなら旧正月は楽しいときだ。紅包と呼ばれる、お金の入った小さな赤い袋を
もらえるのだ。また、たくさんのスナックももらえる。蓮の実、細切りの赤ナツメヤ
シの実、栗の実、糖果、焼き甘肉、絹綿肉などだ。私が子どものとき一番好きだった
のはカラメルとトフィーの味のする、ねばねばする菓子だ。ガムのように噛む。歯に
くっつくが、そのべとべとした甘さが大好きだった。もちろん、中国では菓子は決し
てただの菓子ではない。中国語で「年糕」と呼ばれるこの正月の菓子は「年々背が高
くなる」という言葉と同じ響きを持ち、子どもの成長を意味している。
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　実際、中国人はその食べ物の多くに象徴的な特質があると考えている。種やナツメ
ヤシの実、木の実が好まれるのは、これらの菓子の語が「子ども」「早い」そして家
族の最大の願いである「息子の帰郷」という言葉に響きが似ているからだ。同じよう
な理由で、中国人は友達を訪ねるとき、ミカンをもっていく。広東語（南部の広東省
の言語）でこの果物の語は「クム」で、「金」と同音異義語だ。

旧正月の食卓には中国のすべてが
　中でも最も豪華な食事は旧正月前夜のものだ。しばしば再会の夕げと呼ばれる。そ
のときには全員が家にいることになっている。私が育ったシンガポールには、まさに
ほぼ中国各地からの中国人がいる。だから再会の食事は地方の料理や影響の陳列棚だ。
　中国北部の人たちは、細切りの魚や肉、野菜が沸騰した味付きのだしで煮込まれる
鍋料理が大好物だ。魚にあたる言葉「ユ」が「豊富」や「過多」にあたる言葉と響き
が似ているため、魚は旧正月になくてはならない。寒冷な中国北部では、これは明ら
かに心温まる食事だ。
　しかし、熱帯に住む私たちシンガポール人も温かい物に無関心ではない。本物の石
炭が燃える粘土のかまどの上に掛けられた鍋料理を、私は覚えている。安全上の理由
でかまどは床の上に置かれていた。家族は原始人のようにその周りに集まり、スープ
から直接食べ物をとり食べて汗をかいていた。
　中国南部の人たちが再会の夕げに入れたものは、簡素に塩とごま油で漬け込み、そ
れ自体の煮汁で煮込まれた鶏肉だった。旧正月の何週間か前、祖母はひよこを何羽か
買って玄関の隅で育てたものだ。最終的に、十分成長した自家製の１羽が、この一大
イベントのために絞められた。
　夕食後、寺で母は亡くなった祖父への捧げ物として祭壇に料理の皿をよく置いてい
た。このようにして、生きている者たちがお祝いをする一方で、死者が偲ばれるのだ。
　もしこのようなことすべてがやややり過ぎではないかと思われるなら、中国には食
べ物が常に豊富にあったわけではなく、そのため十分に食べることは生き長らえて良
い生活をする印だということを忘れてはならない。特に旧正月の料理は、非常に大き
な象徴的な価値を持っている。それは近くと遠くを結び、祖先を敬い、子孫に滋養を
与えるのだ。心の傷を癒し、友情を堅くする。
　そのすべての誉れにおいて、旧正月料理は歴史、文化そして人生そのものへの捧げ
物である。


