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【本書のねらい】
 
　本書のねらいは、preface にも書きましたように、「グローバル人材の育成」を視野に入れた英語の skills 
を学生諸君に学んでもらおうというものです。より具体的に言えば、「使える英語」ということになります。

「使える英語」のイメージと実体は、学習者また教授者によってそれぞれ違いがあるのが「使える英語」の本
質ですが、本書で強調したいことに次のことがあります。

     (1) 固有名詞に敏感になる。
     (2) 疑問文を的確に作れる。
     (3) 代名詞を意識する。

　少し解説させていただくと、(1) いわゆる 5W1H を考えた時に、where, when, who など、情報の中核に
は固有名詞があります。英語のスキルだけを学ぶ問題集なら、例文中の固有名詞に意味を置くことはないと
思いますが、実際の情報のやり取りに固有名詞は欠かせません。その固有名詞が持つ意味、バックグラウンド、
そして、それが固有名詞であると分かることも、「使える英語」の大切な要素と考えます。本書では、学生諸
君に比較的馴染みのないアジアの固有名詞が出てきます。それらを意識し、固有名詞に敏感になって欲しい
と思っています。

　(2) 極端に言うと、コミュニケーションの半分は疑問を発することで、もう半分は疑問に答えることです。
疑問文に答えるだけでなく、自分でも的確な疑問文を発することができなくては、円滑なコミュニケーショ
ンが成り立ちませんし、情報を得ることもできないと考えます。学生は何か設問があると、正解を導き出す
ことに集中してしまい、疑問文の方にはあまり意識が行きません。この答えを得るためには、この疑問文と
きちんと両者を結びつけられるようにご指導いただければと存じます。

　(3) の逆になるようですが、コミュニケーションの現場では、「あれ、これ、それ」といった代名詞が頻出
します。また、英語は日本語に比べ、文法的にも代名詞を多用する言語です。この場合も、問題集での習慣
に流されず、きちんとその代名詞の指すものを意識しながら、読んだり聞いたりすることが大切です。

　以上は、「使える英語」のほんの数例です。他にも、mile, pound などの単位、ASEAN などの略号に敏感
になることも大切かと思います。学生の「使える英語」への気づきを促せるようにご指導いただければ幸い
です。

【各タスクのねらい】

　各タスクの使い方については、Way to use に譲りますが、ここでは大まかなねらいを示します。いずれも、
スキルの習得と定着だけでなく、学生のメタな気づきも期待しています。

▶Warm Up
　Questionnaire 形式をとっているので、答えてくれる学生は多いでしょう。3. は open ですが、固有名詞
を意識してもらうものを中心にしています。

▶ Reading A, B
　A, B としたのは、続いた内容ではないためです。従って、ここでは 150 語ほどの文章が一気に読めるよう
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になって欲しい、あるいは、150 語ほどの文章を自分がどのくらいの時間で読めるかを意識して欲しいと思
います。もし、困難を感じるようなら、それがどうしてなのかを考えて欲しいと思っています。Questions 
には、1 問 open なものが含まれています。Warm Up の場合も同様、解答は単語からご指導ください。
Quick response がコミュニケーションには、必須の態度であることをご指導くださればと存じます。

▶ Pre-viewing
　英語の定義なので一見難しそうですが、コアとなる英単語を見つけさせ、これによって語彙のグループ化
が指導できます。習熟度の高い学生には、synonym, antonym を意識させ、その相違を考えさせる指導に
繋げることが可能です。

▶ First Viewing
　DVD の内容について答えやすい構成にしました。内容的に答えやすい、また、選択肢も理解しやすいもの
にしました。写真もヒントになると思います。

▶ Second Viewing I.   
　課によって多少違いますが、First Viewing に比べ、語、句、節、文 での選択肢があり、解答のバリエーショ
ンが増えています。
　ここでも、Warm Up 同様、どのような疑問文には、どのような答えができるか、どのような答えにはど
のような疑問文が発せられているかを是非、学生に意識させて頂ければと思います。Quick response の観
点から言えば、文の解答のうちどこが必須の部分か考えさせる指導も可能です。

▶ Second Viewing II.   
　Listening のタスクです。次の Dictation はきちんと書き取ること、listening は聞いて答えること。質問
が、印刷されていないので、それを意識させることができます。質問を書き取らせることは、できるだけ避け、
メモ程度に留めさせた方が、dictation との差を意識させることができるでしょう。

▶ Dictation     
　内容語 content words、機能語 function words を意識させながら、きちんと書き取らせるタスクです。
耳で聞こえない cross-border や freight-laden のハイフンなどの punctuation にも気づかせる指導ができ
ます。

▶Writing  
　学生に選択の余地と、どのくらいの長さで書くべきかの指示を与えています。質問をじっくり読んで、時
間をかけてきちんと答えるタスクです。それまでの quick response と対比させてください。英文の正確さ
よりも、論理性も重要な観点になるよう「3 sentences or more」としています。

▶ Discussion   
　実際に英語を「使ってみる」タスクです。一つを選んでとありますが、それぞれ writing のどの設問を選
んだか、その理由などを聞くのもよいでしょう。その討議の中から writing に戻って、他の設問に協力して
答えることも可能です。Asia Insight には、Asia のいろいろな英語が出てきます。自分の英語にも自信を持っ
て発話するよう励ましてください。
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　以上の点を踏まえ、教案パターンの一例を示します。

① 60 分／ 15 コマ
◎ Warm Up: ループ（ペア）で解答の交換。時間に応じ 3 については、指名したり、ボランティアで解

答を求める。

◎ Reading A, B: 速読の教材として、 time reading を行う。Questions の解答をグループ（ペア）で情
報交換し、その後、解答を示す。既に学生は一読の可能性があるので、適当な負荷をかける（時間を短く）
ことが必要だろう。

◎ Pre-viewing: 解答させながら、コアの部分を指摘させる。

◎ First Viewing, Second Viewing, True/ False: DVD は添付してあるので、まず、video clips を見て
First Viewing に関しては、学生を指名して答えさせる。Second Viewing については、ボランティ
アに解答させる（解答が出ないところは、もう一度 video clips を見てから答えさせる）。True/ False 
は、2 度目の視聴の前に音声を提示し、視聴のポイントにする。2 度目の視聴後、つみ残しの設問と、
True/ False をもう一度聞き、その解答を行う。

◎ Dictation: 予習（準備）の部分として、一度聞いて解答を確認する。

◎Writing と discussion: 準備した writing を基に、自分の書いたものを発表し、一つは話題を選ぶ過
程で discussion を行う。Writing 課題に必要な修正を施し、提出させる。提出については、適当なタ
イミングで配布した用紙で提出させたり、また、その場で発表させたり、CALL 教室などの施設によっ
ては、ファイルによる提出も可能であろう。また、次回の最初にこのタスクを行うことも可能。

 ② 60 分／ 30 コマ
　1 unit を 2 回に分けるイメージで行う。
　〈1 コマ目〉
◎Warm Up: グループ（ペア）で解答の交換。時間に応じ 3 については、指名したり、ボランティアで

解答を求める。馴染みのない地名等については、google の地図などで確認させる（施設によって異な
る）。固有名詞の発音について考えさせる。

◎ Reading A, B: 一方を速度の教材として time reading を行う。Questions の解答をグループ（ペア）
で交換させ、その後、解答を示す。他方は、固有名詞、代名詞、重要な文法項目、表現を指摘しながら、
精読する。A, B どちらを速読にするかは、内容によって変更しても、固定してもよいが、既に学生は
一読の可能性があるので、適当な負荷をかける（時間を短く）ことが必要だろう。

◎ Pre-viewing: 解答をさせながら、コアの部分を指摘させる。時間配分に応じ、synonym, antonym 
についても学生に聞いたり、こちらから補足を行う。電子辞書には、類語辞典が入っている場合が多
いので、グループで調べさせることもできる。

◎ First Viewing: Video clips を見た後、グループ（ペア）で解答、情報を交換させる。その後、解答の
確認をする。確認後、グループで情報を交換しながら、clips 全体の内容について日本語または英語で
まとめさせ、発表させる。修正は行わない。

　〈2 コマ目〉
◎ First Viewing でどのような要約を行ったかの確認から始める。まず、グループで確認をさせてからで

もよい。

◎ Second Viewing: Video clips を見た後、グループ（ペア）で解答、情報を交換させる。その後、解
答の確認をする。True/ False 部分を clips を見る前に聞かせて、視聴のポイントにすることもできる。

◎ True/ False: Video clips 視聴後、True/ False を聞き、解答する。書き取りはできるだけさせない方
がよいが、必要に応じ解答確認後に行ってもよいだろう。確認後、グループで情報を交換しながら、
clips 全体の内容について、前の時間にまとめたことが正しかったかどうか検討させる。修正後、いく
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つかのグループに発表させ、修正があれば行う。

◎ Dictation: 予習（準備）の部分として、一度聞いて解答を確認する。内容の確認を行ってもよい。

◎Writing, Discussion: 準備した writing を基に discussion を行う。まず、自分の書いた writing を発
表し合い、その中で一つの話題を選び、discussion を行う。その過程で自分の writing に修正の必要
があれば修正し、writing の課題はそれぞれ提出させる。また、discussion の結果を日本語または英
語でグループ（ペア）まとめさせ、提出させてもよい。Video clips の概要と一緒に書かせて提出させ
る方法もある。Writing, discussion の要約どちらについても、適当なタイミングで配布した用紙で提
出させたり、またその場で発表させたり、CALL 教室などの施設によっては、ファイルによる提出も
可能であろう。

 また、次回の最初に、このタスクを行うことも可能。

③ 90 分／ 15 コマ
◎Warm Up: グループ（ペア）で解答の交換をさせる。時間に応じ 3 については、学生を当てたり、ボ

ランティアで解答を求める。

◎ Reading A, B: 速読の教材として、 time reading を行う。Questions の解答をグループ（ペア）で情
報交換し、その後、解答を示す。解答後、固有名詞の背景や、代名詞、重要な文法項目、表現を指摘
しながら、概要を確認する。既に学生は一読の可能性があるので、適当な負荷をかける（時間を短く）
ことが必要だろう。

◎ Pre-viewing: 解答をさせながら、コアの部分を指摘させる。他の同義語の知識を問う。

◎ First Viewing, Second Viewing, True/ False: DVD は添付してあるので、まず、video clips を見て
First Viewing に関しては、学生を指名して答えさせる。Second Viewing については、ボランティ
アに解答させる（解答が出ないところは、もう一度 video clips を見てから答えさせる）。

 True/ False は、2 度目の視聴の前に音声を提示し、視聴のポイントにする。2 度目の視聴後、つみ残
しの設問と、True/ False をもう一度聞き、その解答を行う。True/ False は、2 度目の視聴後に初め
て行ってもよい（多少記憶に頼り過ぎるかも知れないが）。

◎ Dictation: 予習（準備）の部分として、一度聞いて解答確認する。内容については、概要を発表させる。
発表の前に、グループ（ペア）による確認を行ってもよい。

◎Writing と discussion: 準備した writing を基に、自分の書いたものを発表し、一つに話題を選ぶ過
程で discussion を行う。Discussion の過程で必要な修正を施し、writing の部分を提出させる。また、
discussion の結果を日本語または英語でグループ（ペア）まとめさせ、提出させてもよい。Video 
clips の概要と一緒に書かせて提出させる方法もある。Writing, discussion の要約どちらについても、
適当なタイミングで配布した用紙で提出させたり、また、その場で発表させたり、CALL 教室などの
施設によっては、ファイルによる提出も可能であろう。

④ 90 分／ 30 コマ
　1 unit を 2 回に分けるイメージで行う。60 分／ 30 コマをきめ細かく行うことが基本となる。
　〈1 コマ目〉
◎Warm Up: グループ（ペア）で解答の交換をさせる。時間に応じ 3 については、学生を当てたり、ボ

ランティアで解答を求める。馴染みのない地名等については、google の地図などで確認させる（施設
によって異なる）。固有名詞の発音について考えさせる。

◎ Reading A, B: 一方を速度の教材として、 time reading を行う。Questions の解答をグループ（ペア）
で情報交換し、その後、解答を示す。他方は、固有名詞、代名詞、重要な文法項目、表現を指摘しながら、
精読。A, B どちらを速読にするかは、内容によっても良いし、固定しても良いが、既に学生は一読の
可能性があるので、適当な負荷を掛ける（時間を短く）することが必要だろう。

◎ Pre-viewing: 解答をさせながら、コアの部分を指摘させる。時間配分に応じ、synonym, antonym 
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についても、学生に聞いたり、こちらから補足を行う。電子辞書には、類語辞典が入っている場合が
多いので、その差違につても、グループで調べさせることもできる。

◎ First Viewing: Video clips を見た後、グループ（ペア）で解答、情報を交換させる。その後、解答の
確認。確認後、グループで情報を交換しながら、Clips 全体の内容について日本語または英語でまとめ
させ、発表させる。修正は行わない。

　〈2 コマ目〉
◎ First Viewing でどのような要約を行ったかの確認から始める。まず、グループで確認をさせてからで

もよい。

◎ Second Viewing: Video clips を見た後、グループ（ペア）で解答、情報を交換させる。その後、解
答の確認する。True/ False 部分を clips を見る前に聞かせて、視聴のポイントにすることもできる。

◎ True/ False: Video clips 視聴後、True/ False を聞き、その解答を行う。書き取りはできるだけさせ
ない方がよいが、必要に応じ、解答確認をした後に行ってもよいだろう。確認後、グループで情報を
交換しながら、clips 全体の内容について前の時間にまとめたことが正しかったかどうか、検討させる。
修正後、いくつかのグループに発表させ、修正があれば行う。

◎Dictation: 予習（準備）の部分として、一度聞いて解答を確認する。内容についても、まずグループ（ペア）
で確認させるなどした後で、発表させるのもよいだろう。分量が比較的少ない課では、その場で訳させ、
口頭で発表させたり、次回までの課題にすることも可能だろう。

◎Writing, Discussion: 準備した writing を基に discussion を行う。まず、自分の書いた writing を発
表し合い、一つの話題を選ぶ過程で discussion を行う。その結果で自分の writing に修正の必要が
あれば行い、writing の課題はそれぞれ提出させる。また、discussion の結果を日本語または英語で、
グループ（ペア）ごとにまとめさせ、提出させてもよい。Video clips の概要と一緒に書かせて提出さ
せる方法もある。Writing, discussion の要約どちらについても、適当なタイミングで配布した用紙で
提出させたり、また、その場で発表させたり、CALL 教室などの施設によっては、ファイルによる提
出も可能であろう。

 また、次回の最初に、このタスクを行うことも可能。
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Unit 1  The Greater Mekong Sub-region: 
A New Era for Cambodia

▶Warm Up

1.  Vietnam  Thailand  Laos   

2.  Angkor  Temple of Preah Vihear  

3.  clothes, rice, salt, natural rubber, timber etc…

▶ Reading A    

（試訳）
　インドシナ半島を流れるメコン川。東南アジア有数のその大河は、数世紀に渡って広大な地域間の主要な輸送ルー
トとなっている。しかし、河川を通じた交易はまもなく近隣諸国への唯一の物資輸送手段ではなくなるだろう。そ
の流域の国々が貿易を促進するため高速道路網によって接続されようとしている。貿易・投資の自由化を目指す
ASEAN 経済共同体（AEC）の 2015 年実現に向け、各国が胎動を始めたのだ。どの国も経済成長率はこの数年５％
を超え、国境を渡るモノと人の往来は日増しに激しくなり続けている。
　成長の原動力となっているのは、安い労働力や手つかずの天然資源、その獲得を目指す各企業の進出だ。大メコン
経済圏とそこに生きる人々の生活は大きな変化を遂げようとしている。

Questions
1. (a)  

2. (b)  

▶ Reading B  

（試訳）
　カンボジアの人口は 1400 万人である。その約 80％が、今も貧しい農村地帯で暮らしている。国民一人当たりの
GDP は$900 で、隣国ベトナムの 6 割あまり、タイと比べると 6 分の 1 しかない。1991 年のパリ和平協定の調印ま
で 20 年にわたって内戦と混乱が続き、国の発展は大きく遅れてきた。
　カンボジアでは今、経済発展が勢いを増し、道路網の整備が急ピッチで進められている。
　首都プノンペンとベトナム国境を結ぶ幹線道路、国道 1 号線。アジア開発銀行と日本の援助で改修工事が進められ、
全線の舗装がほぼ完了した。メコン川を渡る橋の建設も進んでいる。中国の援助で完成した全長 1605m のプレーク・
タメク橋。この橋の下流およそ 90km の地点では、全長 2000m を越えるメコン川最大の橋の建設が、日本の援助で
進められている。

Questions
1.  (c)  

2.  (b)

3. China did.
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 解答のヒント 

1. 本文第 1 段落 2 行目から 3 行目。カンボジアの GDP が$900 で、タイの 6 分の 1 とある。

▶ Pre-viewing

1. (a)　　2. (c)　　3.(e)　　4.(b)　　5.(d)　　6.(f)

▶ First Viewing   

 In the Greater Mekong Sub-region several economic corridors have been established. The 
Southern Economic Corridor connects Cambodia, Vietnam and Thailand. When roads and bridges 
are completed along the 800 kilometers between Bangkok and Ho Chi Minh, transportation 
routes in the region are expected to expand considerably. In anticipation of this expansion, the 
Cambodian government has established 18 special economic zones with an additional three under 
consideration.
 In the capital Phnom Penh, the rushhour starts at 6:30 in the morning. Trucks transporting 
young workers cross the city. These commuter trucks are a solution to an insufficient public 
transport system. Some 50 workers take the cramped ride on one of these trucks provided by 
companies in need of labor. The trucks are heading toward the Phnom Penh special economic zone 
located in the suburbs of the capital. Built in 2006, the area is one of the first economic zones to 
have been established in Cambodia. It serves as the base for 25 firms.
Cambodia still suffers from severe energy shortages and frequent blackouts. To combat this, the 
zone has its own thermal power plant. In addition, water purification plants and modern sewerage 
facilities have been built to cater to foreign firms that demand high-quality infrastructure.
 To attract more foreign firms, the Cambodian government took the step of establishing a system 
to simplify the cross border trading process. This office belongs to the company that manages the 
Phnom Penh special economic zone. Companies situated within the zone don’t need to go through 
government offices in Phnom Penh and can get their export documents checked and approved here.
 Cross-border transportation of goods was recently made much easier. It used to be that trucks 
with Cambodian license plates were not allowed to cross into neighboring Thailand and Vietnam. 
Drivers had to unload and reload cargo onto trucks with license plates registered in the country they 
were entering. It also often took several days to get customs and quarantine approval from both 
sides of the border. Cambodia extended its cross border agreement with Thailand in June, 2012 and 
with Vietnam in 2010. Under these measures freight-laden trucks and their drivers can now cross 
boarders more freely.

（試訳）
　メコン川の下流では、タイ、カンボジア、ベトナムを結ぶ、「南部経済回廊」と名付けられた経済圏構想が進めら
れている。バンコクからホーチミンまでおよそ 800km。その間に位置するカンボジアの道路整備が進めば、この地
域の物流は飛躍的に増大することが期待される。こうした中、カンボジア政府は経済特区を相次いで設立、その数は
既に 18 に達し、なおも 3 ヶ所が建設中となっており、急速な経済発展を目指している。
　首都プノンペンでは、朝 6 時半に通勤ラッシュが始まる。荷台に大勢の若者を乗せたトラックが何台も通り抜ける。
一台のトラックに、およそ 50 人が乗り込んでいる。公共の交通機関が立ち遅れている為、それぞれの企業がトラッ
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クで労働者を送迎している。トラックが向かう先は、プノンペン郊外に 2006 年に設立された経済特区である。ここ
はカンボジアで最も早く設立された特区の一つで、現在 25 の企業が進出している。
　カンボジアでは電気不足が深刻で、停電がしばしば発生する。そのため、特区内に専用の火力発電所を設置して、
ここから電力を各工場に供給。停電の際にも工場が安定して操業できるようにしている。更に、浄水場や下水処理施
設も特区内に設け、良質のインフラを整備することで、外国企業の誘致に努めている。
　より多くの外国企業を誘致し、急速な経済発展を目指すカンボジア政府は、輸出入の手続きを大幅に簡素化するサー
ビスの整備を進めている。プノンペン経済特区の開発・運営を行っている会社の一室。特区内の企業は、プノンペン
市内の政府機関に出向く必要がなく、ここで輸出入の書類のチェックと承認を受けることが出来る。
　近年、国境での手続きが大きく変わった。これまでカンボジアナンバーのトラックは、国境を越えて隣国のタイや
ベトナムに入ることは出来なかった。その為、国境で相手の国のトラックに荷物を積み替えなければならなかった。
更に、通関や検疫は国境の両側で受けなければならず、数日かかることもあった。カンボジアは 2010 年にベトナム
と、そして 2012 年 6 月にタイとの越境交通協定を更改した。それに基づき、カンボジアとタイ・ベトナムの国境では、
認可を受けた車両は貨物の積み替えや、車両と運転手の乗り換えを必要とすることなく、国境を通過することが可能
となった。

1. about 50　　2. constructing a railroad network　　3. transmission towers

 解答のヒント 

1.  some 50 workers take the cramped ride on one of these trucks と述べている。

2.  経済特区と輸出入手続きの簡略化については述べられているが、鉄道については触れられていない。

3.  飛行機と歩道橋は映像に一切登場していない。

▶ Second Viewing  

Ⅰ　1. (b)　　2. (c)　　3. (a)　　4. (b)

 解答のヒント 

1. 建設済みが 18、建設中が 3 と述べられている。

2. トラックに乗る様子が映像でもよくわかる。

3.  It serves as the base for 25 firms. と述べられている。

4.  water purification plants and modern sewerage facilities と述べられている。

Ⅱ　1. True　　2. False　　3. True

【設問】
1.  Cambodia, Vietnam and Thailand belong to the Southern Economic Corridor.

2.  In all the cities in Cambodia, the rushhour starts at 6:30 in the morning.

3.  Cambodia is still experiencing a number of blackouts.

 解答のヒント 

1.  The Southern Economic Corridor connects Cambodia, Vietnam and Thailand. と述べられてる。

2.   In the capital Phnom Penh, the rushhour starts at 6:30 in the morning. と述べられてはいるが、全ての

都市ではない。

3.  Cambodia still suffers from severe energy shortages and frequent blackouts. と述べられている。
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▶ Dictation    3:08 ～

 Cross-border transportation of 1[ goods ] was recently made much easier. It used to be that 
trucks 2[with] Cambodian license plates were not allowed to cross 3[into ] neighboring Thailand 
and Vietnam. Drivers had to unload and reload cargo 4[onto ] trucks with license plates registered in 
the country they were 5[entering]. It also often took several days to get 6[customs] and quarantine 
7[approval] from both sides of the border. Cambodia extended its cross border agreement with 
Thailand in June, 2012 and with Vietnam in 2010. 8[Under] these measures freight-laden trucks 
and their drivers can now cross boarders more freely.

▶Writing

(Sample Answer)

 1. - I agree. The economic development of Cambodia can bring some significant benefits.  
Japan may be able to import some Cambodian products like clothes, jewels and mineral 
resources, at low cost.

  -I disagree. Japan has been suffering from recession. So we should suspend foreign 
assistance and restore domestic fiscal health first.

 2.  - I think it should. Highways make it possible to transport people and building materials 
easily. Transporting goods by trucks is also cheaper than doing it by train.

  - I don’t think it should. It can destroy nature. So the government should promote an 
education system and invest resources into the development of eco-friendly infrastructure.

 3.  Rapid economic development may cause severe environmental destruction. It may force 
people to leave their home. Their traditional lifestyle and culture may be lost.
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Unit 1　復習テスト

１.  単語テスト

1. untapped [　　　　　　　　]  2. bloodshed [　　　　　　　　] 3. undergo [　　　　　　　　]

4. infectious [　　　　　　　　]  5. contagious [　　　　　　　　]

6. 設立、創設 [　　　　　　　　]  7. 投資 [　　　　　　　　] 8. ベトナム [　　　　　　　　]

9. 修復、復旧 [　　　　　　　　] 10. 下流に [　　　　　　　　]

２.  True or False

1. During the morning rush hour, we can see several commuter trucks in Phnom Penh.

　　　　　□ true □ false

2.  Companies in the special economic zones have to get their export documents checked in government 

offices in Phnom Penh.

　　　　　□ true □ false

3. Cambodia extended the cross border agreement with Vietnam in 2012.

　　　　　□ true □ false

３.  Dictation 　1:50 ～

Cambodia still suffers from severe energy shortages and frequent blackouts. 1[　　　　　] 2[　　　　　]  
3[　　　　　], the zone has its own thermal power plant. In addition, water purification plants and 

modern sewerage facilities have been built to cater to 4[　　　　　] 5[　　　　　] that 6[　　　　　] 

high-quality infrastructure.

To attract more foreign firms, the Cambodian government took the step of establishing a system to 

simplify the cross-border trading process. This office belongs to the company that manages the Phnom 

Penh special economic zone. Companies situated 7[　　　　　] the zone don’t need to go 8[　　　　　] 

government offices in Phnom Penh and can get their export documents 9[　　　　　] and 10[　　　　　] 

here.
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Unit 1　復習テスト解答

１.  単語テスト

1. 手つかずの 2. 流血、殺戮 3. 受ける、経験する　　4. 間接伝染性の 5. 接触伝染性の

6. establishment　　　7. investment　　　8. Vietnam 9. restoration　　　10. downstream

 参照箇所 

1: Reading A  第 2 段落 1 行目より　2: Reading B  第 1 段落 5 行目より　3: Reading B  第 2 段落 4 行目より

4: Pre-viewing  選択肢 (e) より　      5: Pre-viewing  選択肢 (e) より　    6: Reading A  第 1 段落 6 行目より

7: Reading A  第 2 段落 1 行目より　 8: Reading B  第 1 段落 3 行目より   9: Reading B  第 2 段落 4 行目より

10: Reading B  第 2 段落 7 行目より

２.  True or False

1. True 2. False 3. False

 解答のヒント 

2. 経済特区内の企業は会社内の一室で書類のチェックと承認を受けることができる。

3. カンボジアがベトナムとの越境交通協定を更改したのは 2010 年。2012 年はタイとの更改。

３.  Dictation 　1:50 ～

Cambodia still suffers from severe energy shortages and frequent blackouts. 1[To] 2[combat] 3[this], 

the zone has its own thermal power plant. In addition, water purification plants and modern sewerage 

facilities have been built to cater to 4[foreign] 5[firms] that 6[demand] high-quality infrastructure.

To attract more foreign firms, the Cambodian government took the step of establishing a system to 

simplify the cross-border trading process. This office belongs to the company that manages the Phnom 

Penh special economic zone. Companies situated 7[within] the zone don’t need to go 8[through] 

government offices in Phnom Penh and can get their export documents 9[checked] and 10[approved] 

here.
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Unit 2  Singapore Playing Cupid: 
The Problem of Birthrate Decline

▶Warm Up

1.  Great Britain

2.  Chinese*

3.   Many Japanese tourists travel to Singapore because Japan and Singapore are similar in several ways. 

For example, both countries are very clean and have an efficient urban infrastructure.

　　*2.   Population census 2010 によると、シンガポール人の第一言語の割合は、中国語 49.9%、英語 32.3%、
マレー語 12.2%、タミル語 3.3%。

▶ Reading A    

（試訳）
　出生率低下は、シンガポールを含むアジアの多くの先進国に多大な影響を及ぼす問題である。その背景には多くの
社会的、経済的な原因がひそんでいる。シンガポール社会は伝統的に教育に、その力点を置いてきた。大学の学位を
取得することは、経済上の成功への鍵として広く認識されている。女性たちは、教育に集中し、仕事上の経験を積め
るように、ますます結婚を遅らせている。職業上のキャリアを積むことが、彼女たちにとっては最大の関心事なので
ある。出生率低下のもう一つの原因として、職業上の成功で女性たちが男性から経済的に独立することができるよう
になったことが挙げられる。彼女たちはもはや、残りの人生を誰かに支えてもらうために結婚する必要はないのであ
る。実際、現在シンガポールの多くの女性は、男性よりも多くのお金を稼いでいる。だがもちろん、シンガポールの
ような保守的な社会では、男性が従来の伝統的価値観を変えることはなかなか難しい。このことは、女性の家族に対
する期待と男性が期待する女性の役割との間に、ギャップを生み出すことになる。

Questions
1. (b)  

2. (b)  

3.   Men think that women should support their husbands at home, whereas women think that they 

can become financially independent from men by focusing on education and building professional 

careers.

▶ Reading    

（試訳）
　出生率低下に対処することは、シンガポール政府にとって重要な課題である。この問題は、独立記念日のスピーチ
で首相がこのことにふれるほど十分大きなものとして認識されていた。1975 年以降は基本的に、シンガポールの女
性が産む子供の数はますます減ってきている。安定した人口水準を維持するには、一人の女性の出生率が平均して約
2.1 でなくてはならない。しかし、2011 年のシンガポールの出生率は 1.2 だった。つまり、この傾向が続けば人口
が減り続け、シンガポールは近いうちに経済的、政治的、社会的問題に直面するだろう。この小さな国の政府は、こ
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の人口減少という状況を打破し、夫婦にもっと多くの子供を産んでもらうために何とかしようと決意している。しか
し、一体彼らに何ができるだろうか。これは簡単に解決できる問題ではない。一つのユーモラスな解決策は、シンガポー
ルにもっと多くの停電を起こすということだが、これが有効な解決策かどうかは誰にも予測できない。

Questions
1.  (a)  

2.  (c)

▶ Pre-viewing

1. (d)　　2. (f)　　3.(b)　　4.(c)　　5.(a)　　6.(e)

▶ First Viewing   

 Singapore became an independent state in 1965 after separating from Malaysia. To make up for 
a lack of natural resources, the nation made it state policy to educate its citizens. Professionals and 
academics were invited from overseas, spurring fast economic growth in the 1970s and early 80s. 
Women were given equal opportunities and many began seeking professional careers. The average 
age for a Singaporean woman to get married is 28. Twenty years ago it was 25. Following this trend, 
the birthrate has declined to only 1.2 children per woman, one of the lowest in Asia.
 An expert on population issues, explains how a declining birthrate could affect Singapore.
 “And it comes back down to the fact that Singapore is a very small country. So you have right 
now, about three and a half million Singaporeans and Singapore PRs. And the other one million 
plus, non-Singaporean foreigners. If we are not careful, it would dilute the very young Singapore 
culture. What is it mean to be Singaporean, what is it mean to be Singapore, what are the cultural 
values and cultural and social norms? So now that is one area that has been highlighted as one 
concern. And I think the other would be…I think it comes back down to if we’re not able to continue 
to grow our own, replace ourselves as Singaporeans, then if you fast forward fifty years, one hundred 
years from now, this little island may not be the Singapore that we know today. The Singaporeans 
would wholly be replaced by other people. Because this is all we have, all the Singaporeans three 
million of them are, that’s all there is. And I think these are concerns that perhaps a very small 
country like Singapore tend[s]* to magnify more.”
 The government is offering married couples various incentives for bearing children. Couples 
receive an allowance of approximately 3,300 dollars for their first and second child, and 5,000 
dollars for three children or more. The support and funding of matchmaking organizations is one 
element of the government’s strategy. The government-affiliated Social Development Network 
accredits the dating agencies. 11 companies have been accredited so far. It also provides funding. 
The Network publishes a free magazine called DUET, which lists matchmaking events hosted by the 
agencies.

　　＊ Notes: 三人称単数の -s が必要
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（試訳）
　シンガポールは、マレーシアと分離した後、1965 年に独立国家となった。天然資源の欠如を埋め合わせるために、
この国は国民教育を国家の政策とした。専門家や学者たちが海外から招かれ、1970 年代から 80 年代初めにかけて
急速な経済成長を遂げた。女性たちには男性と同じ機会が与えられ、多くの女性は職業上の成功を追求し始めるよう
になった。シンガポールの女性の結婚平均年齢は 28 歳で、20 年前は 25 歳であった。その結果、女性一人当たりの
出生率は 1.2 へと低下し、アジアで最も低い国の 1 つとなってしまった。
　人口問題に詳しい専門家は、少子化が与えるシンガポールへの影響を次のように説明する。

「問題はシンガポールが非常に小さな国だということです。シンガポール国籍か永住権を持った人は今、350 万人く
らいいます。それに、およそ 100 万人の外国人がいます。注意しないと、シンガポールは歴史が浅い国なので容易に
文化が薄められてしまいます。シンガポール人とは何か。シンガポールとは何か。文化の価値観や文化的、社会的な
規範とは何か。それが今、懸念されています。それからもう一つ…問題は、シンガポール人がこのまま子どもを産ま
ず次の世代を育てることができないとなると、50 年後、100 年後にこの小さな国は、私たちが今知っているような
シンガポールではなくなっているかもしれないということです。シンガポール人は今とは別の民族に入れ代わってい
るかもしれません。シンガポール人は今でも全部で 300 万人しかいません。シンガポールのような小さな国ではこう
いうことが大きな問題になるのです。」
　シンガポール政府は、結婚している夫婦に対し、出産を奨励するための様々な働きかけを行っている。夫婦は、第
一子、第二子を出産すると約 3300 ドル、第三子以降を出産すると 5000 ドルの手当てが支給される。お見合い仲介
会社への支援や資金援助も政府の戦略の一つである。政府系のソーシャル・ディヴェロップメント・ネットワークは、
お見合い仲介会社を認可している。これまで認可を受けた会社は 11 社。このネットワークは資金援助も提供している。
このネットワークは「デュエット」と呼ばれる無料情報誌を出版し、お見合い仲介会社が主催するデート・イベント
を掲載している。

1. in 1965　　2. in the 1970s and early 80s　　3. give a subsidy for each child

 解答のヒント 

1.  Singapore became an independent state in 1965 と言っている。

2.  spurring fast economic growth in the 1970s and early 80s と言っている。

3.  Listening part の 後 半 で、Couples receive an allowance of approximately 3,300 dollars for their first 

and second child, and 5,000 dollars for three children or more と言っている。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (a)   2. (b)    3. (a)    4. (a)

 解答のヒント 

1, 2. To make up for a lack of natural resources, the nation made it state policy to educate its citizens と

言っている。2 についてはさらに、Women were given equal opportunities という言及もある。

3.  it would dilute the very young Singapore culture と言っている。

4.  Because this is all we have, all the Singaporeans three million of them are, that’s all there is. And I 

think these are concerns that perhaps a very small country like Singapore tend to magnify more. と

言っている。

Ⅱ　1. False     2. False     3. True



17

【設問】
1.  Singapore separated from Malaysia in 1970.

2.  The average age for a Singaporean woman to get married is 25 now.

3.  Singapore’s birthrate is among the lowest in the region.

 解答のヒント 

1.  Singapore became an independent state in 1965 after separating from Malaysiaとあるため、シンガポー

ルがマレーシアから分離したのは 1965 年以前。

2.  シンガポールの女性の結婚平均年齢は、20 年前は 25 歳だったが、現在は 28 歳。

3.  the birthrate has declined to only 1.2 children per woman, one of the lowest in Asia とある。

▶ Dictation     2:44 ～

 The government is offering married couples various incentives for 1[bearing] 2[children]. 
Couples receive an allowance of approximately 3[3,300] dollars for their first and second child, 
and 4[5,000] dollars for three children or more. The 5[support] 6[and] 7[funding] of matchmaking 
organizations is one element of the government’s strategy. The government-affiliated Social 
Development Network accredits the dating agencies. 8[11] companies have been accredited so 
far. It also provides funding. The Network publishes a free magazine called DUET, which lists 
matchmaking events 9[hosted] 10[by] the agencies.

▶Writing

(Sample Answers)
1. I don’t think that the Japanese government should invest more money in education. 

Nowadays almost all of the Japanese high school graduates can go to universities. 
However, this situation seems strange. The Japanese government should focus on a limited 
number of students who really want to pursue post-secondary education.

2. Japan’s economic power has weakened especially in terms of its international 
competitiveness. Japan is an island country, which makes it a little hard for Japanese 
companies to catch up with the trend of economic globalization. Generally speaking, 
Japanese business people still do not have sufficient English skills to negotiate with 
foreigners in English.

3. I think that Japan should make such laws. Japan is generally considered to be a clean 
country, but the number of people who don’t care about public hygiene has been 
increasing recently. I think that we should consider this problem carefully and do 
something to keep our environment clean. This is especially important because the 2020 
Olympics will be taking place in Tokyo.
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Unit 2　復習テスト

１. 単語テスト

1. magnify [　　　　　　　　] 2. shrink [　　　　　　　　]  3. conservative [   　　　　　　　]

4. ensure [　　　　　　　　] 5. approximately [　　　　　　　　]

6. 手当 [　　　　　　　　] 7. 基礎をなす [　　　　　　　　] 

8. 期待 [　　　　　　　　] 9. 動機、刺激 [　　　　　　　　] 10. ～を反対にする [   　　　　　　　]

２. True or False

1. Singapore focuses on educating its citizens because it is not abundant in natural resources.

　　　　　□ true □ false

2.  The government offers support and funding for matchmaking organizations in order to promote 

marriage among young people.

　　　　　□ true □ false

3.  Couples in Singapore can receive an allowance of approximately 5,000 dollars when they have their 

first child.

　　　　　□ true □ false

３. Dictation 　0:04 ～

Singapore became an independent state in 1[　　　　　] after 2[　　　　　] from Malaysia. To make up 

for a lack of natural resources, the nation made it state policy to 3[　　　　　] its citizens. Professionals 

and academics were invited from overseas, spurring fast economic growth in the 1970s and early 80s. 

Women were given 4[　　　　　] 5[　　　　　] and many began seeking professional careers. The 

average age for a Singaporean woman to get married is 6[　　　　　]. Twenty years ago it was 25. 

Following this trend, the birthrate has declined to only 7[　　　　　] children per woman, one of the 

lowest in Asia.

An expert 8[　　　　　] 9[　　　　　] issues, explains how a 10[　　　　　] birthrate could affect 

Singapore.
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Unit 2　復習テスト解答

１. 単語テスト

1. 誇張する 2. 減少する 3. 保守的な 4. ～を確保する 5. およそ 

6. allowance　　　7. underlying 　　　8. expectation　　　9. incentive　　　10. reverse

 参照箇所 

1: Pre-viewing  選択肢 3 より　　2: Reading B  8 行目より　　3: Reading A  11 行目より  

4: Reading A  5 行目より　　        5: Reading  B 6 行目より　　6: Pre-viewing  選択肢 5 より  

7: Reading A  2 行目より　　        8: Reading  A 13 行目より　  9: Pre-viewing  選択肢 4 より  

10: Reading B  10 行目より

２. True or False

1. True 2. True 3. False

 解答のヒント 

1. シンガポール政府は天然資源の不足を教育によって補うことを推奨している。

2. 政府は結婚相談所を支援し、補助金を出し結婚を推奨している。

3.  第一子誕生による手当は約 3,300 ドルである。

３. Dictation 　0:04 ～

Singapore became an independent state in 1[1965] after 2[separating] from Malaysia. To make up 

for a lack of natural resources, the nation made it state policy to 3[educate] its citizens. Professionals 

and academics were invited from overseas, spurring fast economic growth in the 1970s and early 80s. 

Women were given 4[equal] 5[opportunities] and many began seeking professional careers. The average 

age for a Singaporean woman to get married is 6[28]. Twenty years ago it was 25. Following this trend, 

the birthrate has declined to only 7[1.2] children per woman, one of the lowest in Asia. 

An expert 8[on] 9[population] issues, explains how a 10[declining] birthrate could affect Singapore.
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Unit 3  Energy-hungry Nepal: Urban Area

▶Warm Up

1.  China and India

2.  Hinduism*

3.  If I were to travel to Nepal, I would like to see the Himalayas. Especially I would like to see Mount 

Everest---the highest mountain in the world.

　　*2.   外務省ネパール基礎データ（2013 年）によると、ヒンドゥー教徒 81.3％、仏教徒 9.0％、イスラム教徒
4.4％である。

▶ Reading A    

（試訳）
　180 万人もの人口を有するカトマンズは、この古い国の活気に溢れた首都として、長い間繁栄してきた。カトマン
ズは、陸地に囲まれたこの国で最大の都市である。この国の最も重要な政治的、経済的機関がここに集中している。
夜になると首都は真っ暗になる。これは、毎日起こる最長 14 時間にも及ぶ電力供給の停止による。裏通りでは人々
は明かりを持って道を歩く。パータンにあるダルバール広場と呼ばれる世界文化遺産では、子どもたちが電池式の明
かりのもとでサッカーをしている。交差点では信号が機能しないために、夜のラッシュアワーの時間帯には混乱が起
こる。この問題は地方にも及んでいる。農村地帯では、住民たちはエネルギー源を薪に頼っている。このことは、森
林伐採が地方の森林地帯を減らすため、問題を複雑にしている。ネパールの人々は、この一連の悪循環から抜け出す
ために、新しいエネルギー源を切実に必要としている。

Questions
1. (c)  2. (b)

▶ Reading B    

（試訳）
　さらに悪いことには、カトマンズはまた、水不足にも苦しんでいる。干ばつ期の間、近くの川は干上がり、水力発
電により産出される電気量は通常の 3 分の 1 に減る。水道水も止まってしまう。市でも数少ない湧き水を供給する配
水地点では、市民たちが何時間も辛抱強く列を作って待っている。雨季には、水力発電所を動かすだけの水はあるが、
人々にとって十分な量の水ではない。停電は毎日 5 時間続く。ネパールには石油や石炭といった化石燃料の資源はな
いが、ヒマラヤ山脈を流れる多くの川がある。専門家たちは、ネパールはブラジルに次ぐ世界第二の水力発電国家と
なる可能性を秘めていると予測している。長年政治的不安定が続いた後、ネパールは確固とした基幹施設を建設し始
めている。政府は 1,000 メガワット以上の電気量を生み出す 39 個のダムを建設しているが、それは国全体を動かす
以上の電気量である。
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Questions
1. (a)

2. (b)  

3. Droughts cause nearby rivers to dry up and reduce hydroelectric power generation to one-third.

▶ Pre-viewing

1. (e)　　2. (b)　　3. (f)　　4. (a)　　5. (d)　　6. (c)

▶ First Viewing   

 The blackouts are a nuisance, affecting people’s daily lives. It’s 7 p.m. A busy time for shopping 
in Kathmandu. Street vendors have no choice but to work by candlelight or battery-powered 
lamps. The blackouts occur as a result of the recent conflict between the Nepalese army and the 
communist Maoist Party. The unrest began in 1996 and lasted for more than 10 years. Fierce 
fighting ravaged the whole country and caused extensive damage to the infrastructure. The Maoists 
destroyed numerous power plants.
 The Maoists were victorious and announced what they called ‘a comprehensive energy policy’. 
Five years later, the citizens have yet to see them deliver.
 With no immediate solution in sight, a unique product has gained a lot of attention and 
flown off the shelves. These battery-powered lights, first used in stores, have now become an 
indispensable household item.
 “Business is good because everyone needs light. I owe it to the blackouts.”
 “These are good ones.”
 “There are many types. Most homes use battery lights these days.”
Citizens are doing what they can to conserve the limited energy supply.
 “We use large light bulbs when we have power. During blackouts we switch to small battery-
powered bulbs.”
 The Thamel district is a popular tourist destination. Here, internet cafés are open until the late 
evening. Large batteries power their computers. Food markets bustle with people on their way 
home from work. Some stores need more than just battery power to stay open.
 But there is a limit to what individuals can do. Long after the conflict, political and economic 
instability continued, delaying the installation of power lines and leaving public works projects all 
around the country in neglect.

（試訳）
　停電は厄介なもので、人々の生活に影響を及ぼしている。午後 7 時。首都カトマンズでは、買い物で忙しい時である。
露店商の人々は、ろうそくや電池式の明かりで働くしかない。この停電は、ネパールの軍隊と共産党毛沢東主義派の
間で争われた最近の内戦による。この政治的不安定は 1996 年に始まり、10 年以上続いた。激しい内戦は国全体を
荒廃させ、基幹施設に甚大な被害を及ぼした。毛沢東主義者たちは、数多くの発電所を破壊した。
　毛沢東主義派は勝利を宣言し、彼らが「包括的エネルギー政策」と呼ぶものを発表した。しかし 5 年経っても、そ
れは期待に沿った結果を出していない。
　すぐに解決策が見えない中、ユニークな製品が注目を集め、飛ぶように売れている。これらの電池式ライトは、当
初は店で使われていたが、今では必要不可欠な家庭用製品となっている。
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「みんなが電気を必要としているから商売は繁盛しているよ。停電さまさまだよ。」
「これはいいね。」
「いろんなタイプがあるよ。最近はどの家でもバッテリーライトを使っているからね。」
市民たちは限られたエネルギー支給を節約するために、彼らにできることをしている。

「電気がきてる時は大きい電球を使うけど、停電の時は小さな電池式の電球に変えるんだ。」
　タメル地区は人気の観光目的地である。ここでは、インターネットカフェが夜遅くまで開いている。大きなバッテ
リーが彼らのコンピュータを動かしている。フードマーケットが仕事帰りの客で賑わいを見せている。バッテリーの
電力以上を必要とする店もある。
　しかし、個人レベルの対策には限界がある。内戦後も長い間、政治的、経済的不安定が続き、送電線の整備は遅れ、
公共事業プロジェクトは国中で止まったままである。

1. in 1996　　2. for over 10 years　　3. It affected the entire nation.

 解答のヒント 

1, 2.  The unrest began in 1996 and lasted for more than 10 years と言っている。

3.   Fierce fighting ravaged the whole country とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (b)  2. (c)  3. (c)  4. (a)

 解答のヒント 

1.  Street vendors have no choice but to work by candlelight or battery-powered lamps と言っている。

2.  The Maoists destroyed numerous power plants と言っている。

3.  毛沢東主義派は彼らが「包括的エネルギー政策」と呼ぶものを発表したが、それは 5 年経っても the citizens 

have yet to see them deliver である。

4.  Citizens are doing what they can to conserve the limited energy supply と言っている。

Ⅱ　1. True  2. False  3. False

【設問】
1.  The Nepalese army lost the fight against the Maoists.

2.  The solution to the energy problem has been found.

3.  After the end of fighting, the country regained stability.

 解答のヒント 

1.  the Nepalese army と the communist Maoist Party との間で争われた内戦は、最終的に The Maoists 

were victorious となった。

2.  With no immediate solution in sight とある。

3.  Long after the conflict, political and economic instability continued と言っている。
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▶ Dictation 　2:28 ～

 The Thamel district is a popular 1[tourist] 2[destination]. Here, internet cafés are open until the 
late evening. Large batteries power their computers. Food markets 3[bustle] 4[with] people on their 
way home from work. Some stores need more than just battery power to stay open.
But there is 5[a] 6[limit] 7[to] what individuals can do. Long after the conflict, political and 
economic instability continued, delaying the installation of power lines and leaving public works 
projects all around the country 8[in] 9[neglect].

▶Writing 

(Sample Answers)
1.  I agree that the Japanese government should help Nepal solve its energy problem. Japan 

used to depend on hydroelectric power for most of its energy production. Japan should 
help Nepal address its energy-shortage problem by using the knowledge and experiences 
which Japan has gained in dealing with its own energy problem.

2.  I think that Nepal should not invest money in building nuclear power plants. First of all, 
the cost of construction would be very high. Secondly, nuclear power plants can cause 
serious environmental damage. Considering these drawbacks, Nepal should not invest 
money in building nuclear power plants.

3.  One possible measure would be to construct more dams by taking advantage of an 
abundance of rivers flowing in the Himalayas. Another possible measure would be to 
invest money in developing solar power technology. It would also make sense to explore 
further the potential of biomass as a source of energy.
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Unit3　復習テスト

１.　単語テスト

1. intersection [　　　　　　　]  2. confound  [　　　　　　　]   3. conserve  [　　　　　　　]

4. comprehensive [　　　　　　　]  5. indispensable  [　　　　　　　] 

6. 干ばつ  [　　　　　　　]  7. 潜在能力  [　　　　　　　]   8. 産出する  [　　　　　　　]

9. 見積もる、判断する [　　　　　　　] 10. しっかりした、充実した [　　　　　　　]  

２.　True or False

1. The Nepalese army destroyed many power plants.

　　　　　□ true □ false

2. Battery-powered lights were first used in households.

　　　　　□ true □ false

3. The Thamel district is a business district with many office building.

　　　　　□ true □ false

３.　Dictation 　0:04 ～

The blackouts are a nuisance, affecting people’s daily lives. It’s 7 p.m. A busy time for shopping in 

Kathmandu. Street vendors have no 1[　　　　　] 2[　　　　　] to work by candlelight or battery-

powered lamps. The blackouts occur as a result of the 3[　　　　　] 4[　　　　　] between the Nepalese 

army and the communist Maoist Party. The unrest began in 1996 and 5[　　　　　] 6[　　　　　] more 

than 10 years. Fierce fighting ravaged the whole country and 7[　　　　　] 8[　　　　　] damage to the 

infrastructure. The Maoists destroyed numerous power plants.

The Maoists were victorious and announced what they called ‘a comprehensive energy policy’. Five years 

later, the citizens have yet to see 9[　　　　　] 10[　　　　　] .
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Unit 3　復習テスト解答

１.　単語テスト

1. 交差点 2. 混乱させる 3. 節約する 4. 包括的な 5. 不可欠な

6. drought　　　7. potential　　　8. generate　　　9. estimate　　　10. solid

 参照箇所 

1: Reading A  8 行目より　　        2: Reading A  11 行目より　　     3: Pre-viewing  選択肢 5 より　　

4: Pre-viewing  選択肢 3 より　　5: Pre-viewing  選択肢 4 より　　6: Reading B  2 行目より　　

7: Reading B  9 行目より　　        8: Reading B  12 行目より　　      9: Reading B  9 行目より　　

10: Reading B  11 行目より

２.　True or False

1. False 2. False 3. False

 解答のヒント 

1. 発電所を破壊したのは毛沢東主義派。

2. 電池式ライトが最初に使われたのは家庭ではなく店。

3. タメル地区は人気の観光目的地である。

３.　Dictation 　0:04 ～

The blackouts are a nuisance, affecting people’s daily lives. It’s 7 p.m. A busy time for shopping in 

Kathmandu. Street vendors have no 1[choice] 2[but] to work by candlelight or battery-powered 

lamps. The blackouts occur as a result of the 3[recent] 4[conflict] between the Nepalese army and the 

communist Maoist Party. The unrest began in 1996 and 5[lasted] 6[for] more than 10 years. Fierce 

fighting ravaged the whole country and 7[caused] 8[extensive] damage to the infrastructure. The Maoists 

destroyed numerous power plants.

The Maoists were victorious and announced what they called ‘a comprehensive energy policy’. Five years 

later, the citizens have yet to see 9[them] 10[deliver].
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Unit 4  East Timor Now: 
Medical Situation

▶Warm Up

1.  East Timor became the first new independent state of the 21st century. 

Most of the people in East Timor are catholic.  

2.  Portuguese  

3.  ex) It was a Portuguese colony. / It was invaded by Indonesia. / It is an island nation.

▶ Reading A    

（試訳）
　東ティモールは東南アジアの島国である。ティモール島の東半分を占め、人口は 115 万。400 年近くポルトガル
領だった東ティモールは、1975 年、独立を宣言した。しかし、インドネシア軍の侵攻を受け、併合されてしまった。
その後、長い紛争が続き、亡くなった人は 18 万人を超えるといわれる。1999 年の住民投票を経て、2002 年、東ティ
モールはようやく独立を果たした。
　独立から 10 年、治安はようやく安定し、石油の開発で得た収入や海外からの援助によって、国づくりが本格的に
進められている。しかし、インフラの整備は大きく遅れている。電気は、首都ディリでは普及率が 90％にのぼって
いるが、地方では 20％に過ぎない。国民の半分近くが貧困層で、8 割の世帯が農業に従事しており、コーヒーを主要
作物としている。

Questions
1. (c)  

2. (b)

3. more than 180,000 people  

▶ Reading B    

（試訳）
　東ティモールでは、医療従事者不足が深刻で、妊婦や乳幼児が命を落とす割合が今なお高い。母親や子どもの命を
救うため、東ティモール政府は、2008 年から、全国で移動健診を行っている。住民もボランティアとして、この取
り組みを支えている。彼らは一軒一軒、家を回り、母親や子どもの健康状態を確認して、移動健診への参加を呼びか
けるのである。
　国立大学では、看護師と助産師を養成するための学科が 2008 年に設けられ、現在 350 人が学んでいる。ここで 3
年学んだ後、各地に派遣され、医療活動にあたる。医学部は 2005 年に開設され、今年、ようやく 28 人の医師が誕
生した。しかし、指導にあたる専門家や医療機器が不足しており、医師の養成は容易ではない。
保健省地域保険局長のイザベル・ゴメスは次のように述べている。「私たちの計画では、遅くとも 2030 年までに、
すべての村に医師 1 名、看護師や助産師 2 名ずつを配置し、医者がいない村をなくして全国民に医療を提供できるこ
とをめざしています」
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Questions
1.  (b)  

2.  (b)

▶ Pre-viewing

1. (f)　　2. (c)　　3.(d)　　4.(b)　　5.(e)　　6.(a)

▶ First Viewing   

 On average, East Timorese women give birth to six or seven children in their lifetimes. However, 
mortality rates for infants and pregnant women remain disturbingly high. According to recent 
figures one in every 180 pregnant women and one in every 20 infants die each year.
	 To help solve the crisis, the East Timorese government launched a mobile health clinic system 
called SISCa in 2008. Health centers have been set up in each of East Timor’s 13 districts. The 
government dispatches doctors, nurses, and midwives to these centers, and from there, mobile 
health clinics visit surrounding villages. But two-thirds of the country is mountainous. The poor 
condition of the roads makes it extremely difficult for the mobile health clinics to get around.
 Located just south of Dili, the Aileu District has a population of 45,000. The district has four 
community health centers with the largest one situated in the city. Four doctors, five nurses and six 
midwives are stationed here. This center is in charge of sending mobile clinics to nearby villages. 
When they’re not out on the road, medical staff at the clinic examine mothers and infants or provide 
medical counseling. The center’s medical facilities are limited so patients in need of surgery must 
be sent to a hospital in the capital.
 Each health center is equipped with a so-called “birthing home”. This one was built three years 
ago. Not only midwives but doctors and nurses are on hand to respond promptly to emergencies 
during labor. As well as delivery rooms, there are rooms where pregnant women can rest before 
and after giving birth. The medical staff visit outlying villages to encourage women to come to the 
birthing home.
 Local volunteers also play a big part in the operation of SISCa. They receive regular training. 
Today, four health volunteers from the village of Lahae take part in a training session. Instructors 
start by explaining how to determine whether or not a baby is dehydrated using a hand-made 
mannequin. The instructor teaches that babies have a soft spot at the top of their skull that sinks in 
when the baby is dehydrated.

（試訳）
　東ティモールでは、一人の女性が平均で 6 人から 7 人の子どもを出産する。しかし、妊婦や乳幼児の死亡率は高く、
妊婦は 180 人に 1 人、乳幼児は 20 人に 1 人が毎年命を落としている。
　母親や子どもの命を守るため、東ティモール政府は、2008 年から ｢SISCa｣ と呼ばれる移動健診制度を全国規模
で展開している。東ティモールの 13 の県それぞれに保健センターを設置。保健省から派遣された医師や看護士、助
産師が、そこを拠点に、周辺の村に出向き、健診を行なうというものだ。しかし、国土の 3 分の 2 は山岳地帯で、道
路の整備も進んでおらず、移動健診の実施は容易ではない。
　首都ディリの南に位置するアイレウ県。人口は 4 万 5 千。この県には、4 ヶ所の保健センターに加え、最大のセン
ターが県の中心地アイレウ地区にある。ここには、医師 4 名、看護士 5 名、助産師 6 名が派遣され、周辺の村の移動
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健診を担当している。医療スタッフは、移動健診がない日は、センターで母子健診や医療相談を行っている。センター
には充分な医療設備はなく、手術が必要な患者は首都ディリの病院に送られる。
　保健センターには、「お産の家」と呼ばれる施設がある。妊婦が出産をするための施設で、3 年前に整備された。セ
ンターには、助産師だけでなく、医師や看護士も常駐しており、出産の際に異常があってもすぐに対応ができる。分
娩室だけでなく、妊婦が休むための部屋も用意されている。保健センターでは、移動健診の機会を利用して、「お産の家」
で出産をするよう周辺の住民に呼びかけている。
　SISCa の活動には、住民もボランティアとして協力している。そうした保健ボランティアのために定期的に研修が
行われている。この日、研修に参加したのは、ラハエ村の 4 人の保健ボランティア。講師はまず、赤ん坊が脱水症に罹っ
たときの見分け方を、人形を使って説明した。乳幼児には頭蓋骨のてっぺんに軟らかい部分があり、脱水症状になると、
それがへこむことを教える。

1. about 1/20 per year　　2. 45,000　　3. 15

 解答のヒント 

1.  According to recent figures one in every 180 pregnant women and one in every 20 infants die each 

year. と述べられている。

2.  Located just south of Dili, the Aileu District has a population of 45,000. と述べられている。

3.  Four doctors, five nurses and six midwives are stationed here. と述べられている。全て足すと 15 人。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (c)     2. (c)    3. (c)    4. (b)

 解答のヒント 

1. As well as delivery rooms, there are rooms where pregnant women can rest before and after giving 

birth. と述べられている。

2. The medical staff visit outlying villages to encourage women to come to the birthing home. と述べら

れている。

3.  Instructors start by explaining how to determine whether or not a baby is dehydrated using a hand-

made mannequin. と述べられている。

4.  聴診器を身に着けた医師らしき人物が登場している。

Ⅱ　1. False     2. False     3. False

【設問】
1.  Only midwives can respond to emergencies.

2.  The four volunteers come from Dili.

3.  Every baby has a soft spot at the top of his or her hand.

 解答のヒント 

1.  Not only midwives but doctors and nurses are on hand to respond promptly to emergencies during 

labor. と述べられている。  

2.  Today, four health volunteers from the village of Lahae take part in a training session. と述べられている。   
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3.  babies have a soft spot at the top of their skull that sinks in when the baby is dehydrated と述べられて

いる。

▶ Dictation    2:49 ～

 Local volunteers also play a big part in the 1[operation] of SISCa. They receive regular training. 
Today, four health volunteers from the village of Lahae 2[take] 3[part] 4[in] a training session. 
Instructors start by explaining how to determine 5[whether] 6[or] 7[not] a baby is dehydrated using 
a hand-made mannequin. The instructor teaches 8[that] babies have a 9[soft] spot at the top of 
their skull that sinks in when the baby is dehydrated.

▶Writing

(Sample Answers)
1. - I think it is good. In such mountainous regions, it is difficult to construct large medical 

facilities. Even if it were possible, people living in such remote areas would not be able to 
travel there easily because of inadequate transportation system.

  - I don’t think it is good. That is not a long-term solution. The government of East Timor 
should encourage people to move into urban areas.

2.  - I’m interested. I am tired of my lifestyle in Japan. Doing volunteer work in East Timor 
sounds so exciting to me.

  - I’m not interested. I don’t like volunteer work. If I could make some serious money, then I 
would consider going there.

3.  - We can dispatch some teams of doctors and nurses. We can also donate some medical 
supplies. Teachers from Japan can provide training to children and young people in East 
Timor.
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Unit 4　復習テスト

１.  単語テスト

1. endure [　　　　　　　　]  2. perish [　　　　　　　　] 3. alarmingly [　　　　　　　]

4. nationwide [　　　　　　　　]  5. well-being [　　　　　　　　]

6. 占める、占有する  [　　　　　　　　]  7. 紛争 [　　　　　　　　] 8. 再建、復興 [　　　　　　　]

9. 入学させる [　　　　　　　　] 10. 確実にする、確保する [　　　　　　　　]

２.  True or False

1. The birthrate of East Timor is higher than that of Japan.

　　　　　□ true □ false

2. More than 60% of East Timor’s land area is mountainous.

　　　　　□ true □ false

3. In the Aileu District, there are four community health centers.

　　　　　□ true □ false

３.  Dictation 　1:14 ～

Located just south of Dili, Aileu District has a population of 45,000. The district has four community 

health centers with the largest one situated in the city. Four doctors, five nurses and six midwives are 
1[　　　　　] here. This center is in charge of sending mobile clinics to 2[　　　　　] villages. When 

they’re 3 [　　　　　] 4[　　　　　] 5[　　　　　] 6[　　　　　] 7[　　　　　], medical staffs at the clinic 

examine mothers and infants or provide medical counseling. The center’s medical facilities are limited 

so patients 8 [　　　　　] 9[　　　　　] 10[　　　　　] surgery must be sent to a hospital in the capital.
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Unit 4　復習テスト解答

１.  単語テスト

1. 耐え抜く 2. 死ぬ 3. 驚くほどに、不安になるほどに　　　4. 全国的な 5. 良い生活状態

6. occupy　　　7. conflict　　　8. reconstruction　　　9. enroll　　　10. ensure

 参照箇所 

1: Reading A  第 1 段落 5 行目より　　2: Reading A  第 1 段落 6 行目より　　

3: Reading B  第 1 段落 2 行目より　　4: Reading B  第 1 段落 3 行目より　　

5: Reading B  第 1 段落 5 行目より　　6: Reading A  第 1 段落 4 行目より　　

7: Reading A  第 1 段落 5 行目より　　8: Reading A  第 2 段落 2 行目より　　

9: Reading B 第 2 段落 1 行目より　　10: Reading B  第 3 段落 2 行目より

２.  True or False

1. True 2. True 3. False

 解答のヒント 

1. 東ティモールでは、一人の女性が平均で 6 人から 7 人の子どもを出産すると述べられている。日本側の正確な

数値は述べられていないが、ここから充分に推察が可能である。

2. 国土の 3 分の 2 は山岳地帯である。

3. この県には、4 ヶ所の保健センターに加え、最大のセンターが県の中心地アイレウ地区にあると述べられてい

るので、全部で 5 ヶ所あることがわかる。

３.  Dictation 　1:14 ～

Located just south of Dili, Aileu District has a population of 45,000. The district has four community 

health centers with the largest one situated in the city. Four doctors, five nurses and six midwives are 
1[stationed] here. This center is in charge of sending mobile clinics to 2[nearby] villages. When they’

re 3[not] 4[out] 5[on] 6[the] 7[road], medical staff at the clinic examine mothers and infants or provide 

medical counseling. The center’s medical facilities are limited so patients 8[in] 9[need] 10[of] surgery 

must be sent to a hospital in the capital.
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Unit 5  Born This Way in Thailand: 
Gender Identity

▶Warm Up

1.  tom yam kung*

2.  Ayutthaya*

3.  If I were to go to Thailand, I would like to see the streets lined with many stalls and eat traditional 

dishes sold there.

　　*1.   nasi goreng は米に肉や魚を入れて炒めたマレーシアの焼き飯風料理。pho は米粉でつくった平打ちの
麺を茹でてスープに入れ、牛肉などの具を加えたヴェトナム料理。tom yam kung は具にエビ、魚、野菜、
キノコなどを入れた、酸味と辛味のきいたタイのスープ。

　　*2.   Angkor はカンボジア北部にあるクメール王朝の遺跡。Ayutthaya はタイにあるアユタヤ朝の遺跡。Taj 
Mahal はインド中部にあるムガール朝の代表建築。ムガール帝国第 5 代皇帝が妻のために建造した墓廟
だと言われている。

▶ Reading A    

（試訳）
　タイは、その親切なもてなし、偏見のなさ、寛容さで有名な国である。トランスジェンダーの女性たちは群衆と入
り混じっており、今ではタイの社会で認められた人々である。彼女たちは、生まれながらの性は男性だが、自分たち
を女性だと考えている人々である。タイでは、しばしば彼女らは、カトイ、もしくはレディボーイと呼ばれる。タイでは、
たいていのヨーロッパやアジアの国よりも、はるかにレディボーイが認められている。彼女たちの多くは、様々な店
やレストランに雇われ、また、エンターテイメント産業や工場でも働く人がいる。多くの有名なタイの歌手や俳優は
レディボーイである。トランスジェンダー・ウーマンは、大都市だけでなく、田舎でも認められている。しかしながら、
一見寛容に見える社会で生活しているにもかかわらず、彼女らは、職場で多くの法律上の制約や差別に直面し続けて
いる。最近では、社員にレディボーイを雇う価値を認識し、彼女たちを責任ある地位に昇進させ始めるタイの企業が
多くなってきている。

Questions
1.  (b)  

2.  (b)  

3.  Thai companies have started to promote transgender women because they want to maintain their 

reputation of tolerance and make it visible to the public.

▶ Reading B    

（試訳）
　バンコクは世界の性転換の中心地である。何千とまではいかなくても、何百もの医者が、通常男性から女性へ変え
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る、低価格の性転換手術を勧めている。最近タイ政府は、人々が性転換をする決断をする際にもっとよく考えてもら
おうと、新しい法律を導入した。患者は、性転換手術を受けようと病院にやって来たとき、まず最初に医者と面談し
なければならない。この面談の目的は、その人が快適で満たされた人生を送るために、手術が本当に必要かどうかを
決定することである。医者はたいてい、患者に子供の頃の経験について尋ねることから始める。多くの場合、患者は、
自分が子供の頃、他の少年たちと何となく違った行動をしており、男としての自分の身体に快い気持ちがしなかった
と答える。面談の最後に、医者は、その人が本当に性同一性障害を患っているかどうかを決定する。もし患者が性同
一性障害と診断されたら、彼は性転換手術を受ける許可を得ることになる。

Questions
1. (c)　　　2. (a)

▶ Pre-viewing

1. (c)　　2. (e)　　3. (a)　　4. (b)　　5. (d)　　6. (f)

▶ First Viewing   

 At this secondary school in northeastern Thailand, there are 1,082 male students. One hundred 
and eighty of them are transgender. That’s one out of every five male students.
This is a ninth grade class.
 “There are two ladyboys.”
 “Q. Who are they?”
 “Q. Are you transgender?
 “Yes. I’m a woman in a man’s body. My name is Cake. It’s perfect for me, isn’t it?”
 Cake is fond of the nickname given by the family. Thanks to an outgoing, cheerful personality, 
Cake is very popular with other students.
 During lunch break, Cake spends some time with a friend. This is a washroom provided 
specifically for transgender students. It’s separate from the boys’ room and clearly identified. The 
school set it up three years ago to make the lives of transgender students more comfortable. The 
school continues to take measures to accommodate students whose gender identities differ from 
their assigned sex at birth.
 More than 90% of Thais are Buddhist. Thailand’s acceptance of transgender people is said to be 
deeply related to Buddhist teachings. Thais believe in the importance of character over appearance, 
and the tolerance of anyone as long as they are good, law-abiding citizens.
 Sex reassignment surgery has been practiced in Thailand for more than 30 years. As more and 
more people were seeking such operations, the government took steps in 2009 to impose strict 
regulations.
 Last year, this hospital conducted more than 500 sex reassignment operations. 32-year-old Nada 
Chaiyajit is hoping to have the surgery. Government regulations state that people must be over 18 
to have the operation. They also need to be diagnosed with gender identity disorder by two doctors.

（試訳）
　タイ東北部にある中・高等学校には、1082 人の男子学生がいる。そのうち 180 人がトランスジェンダーである。
これは、男子学生 5 人に対して 1 人という割合になる。
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　これは中学３年生のクラスである。
　「レディボーイは 2 人います。」
　「どの子ですか。」
　「あなたがレディボーイですか。」
　「そうです。男性のからだの中にいる女性です。名前はケーキです。私にぴったりでしょ。」
　家族がつけてくれたニックネームを気に入っているというケーキ。社交的で、明るい性格のケーキは、クラスの人
気者である。
　昼休み、ケーキは友だちと時間を過ごす。これはトランスジェンダーの学生用のトイレである。男子用のトイレと
は別れており、専用のマークがはっきりと表示されている。トランスジェンダーの学生がより快適に過ごせるよう、
3 年前に学校が設置した。この学校は、身体と心の性が一致しない学生たちに配慮し、彼らの便宜をはかる方針を取
り続けていく。
　タイの人々の 90 パーセント以上が仏教徒である。タイの社会がトランスジェンダーの人々に寛容なのは、仏教の
教えと深く関連していると言われている。タイの人々は、外見よりもその人間性に重きをおき、善人で、法を遵守す
る市民であれば、その人を認めるという考え方を持っている。
タイでは、性転換手術が 30 年以上行われている。手術を受ける人が増えるなか、政府は 2009 年に厳しい規則を課
すようになった。
　昨年、この病院は 500 以上の性転換手術を手がけた。32 歳のナダ・チャイヤジットは手術を受けることを望んで
いる。政府の基準では、手術を受けられるのは 18 歳以上。さらに、2 人の医師から、心と身体の性が一致しない性
同一性障害と診断される必要がある。

1. in northeastern Thailand  2. about 1,100  3. more than ninety percent

 解答のヒント 

1.  this secondary school in northeastern Thailand とある。

2.  there are 1,082 male students とある。

3.  more than 90% of Thais are Buddhist とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (b)     2. (b)     3. (a)     4. (a)

 解答のヒント 

1.  That’s one out of every five male students と言っているので、男子学生の約 20 パーセントが transgender

の学生。

2.  The school continues to take measures to accommodate students whose gender identities differ from 

their assigned sex at birth とある。

3.  Thailand’s acceptance of transgender people is said to be deeply related to Buddhist teachings と言っ

ている。

4.  Thais believe in the importance of character over appearance, and the tolerance of anyone as long as 

they are good, law-abiding citizens と言っている。
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Ⅱ　1. False  2. False  3. True

【設問】
1.  Cake is the nickname given to the boy by his friends.

2.  Cake is popular with other students thanks to his quiet character.

3.  Thais consider character to be more important than one’s looks.

 解答のヒント 

1.  his friends ではなく、his family が正しい。

2.  quiet character ではなく、outgoing, cheerful personality が正しい。

3.  Thais believe in the importance of character over appearance と言っている。

▶ Dictation 　2:33 ～

　Sex reassignment surgery has been practiced in Thailand for more than 1[30] years. As more and 
more people were seeking such operations, the government 2[took] 3[steps] in 2009 to 4[impose] 
strict regulations.
 Last year, this hospital conducted more than 5[500] sex reassignment operations. 6[32]-year-
old Nada Chaiyajit is hoping to have the surgery. Government regulations state that people must be 
over 7[18] to have the operation. They also need to be 8[diagnosed] 9[with] gender identity disorder 
by two doctors.

▶Writing 

(Sample Answers)
1.  Recently some transgender people have started to appear on Japanese TV shows. However, 

they are still having trouble being accepted in Japanese society. I think that Japan should 
make it easier for people to have sex reassignment surgeries so that they can lead more 
comfortable and fulfilling lives.

2.  If my child told me that he or she wanted to have a sex-change operation, I would first tell 
him or her to think about it very carefully. Then if my child was (were) determined to go 
ahead with it, I would support this decision. I would also make it clear to my child that he 
or she must take full responsibility for this important step.

3.  I think that the government should not offer any financial support to peoople who want 
to have a sex-change operation. Having such surgery is a very personal decision and the 
authorities should not be involved. If a person wants to change his or her life and needs 
a sex-change operation to do that, he or she should pay for the operation. I think that the 
government should not spend taxpayers’ money for the welfare benefit of a limited group 
of people.
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Unit 5 復習テスト

１.　単語テスト
1. tolerance [　　　　　　　]  2. restriction [　　　　　　　] 3. diagnose [　　 　　　　]

4. discrimination [　　　　　　　]  5. accommodate [　　　　　　　]

6. もてなし [　　　　　　　]  7. 宣伝する [　　　　　　　] 8. 昇進させる [　　 　　　　]

9. 不平を言う [　　　　　　　] 10. （義務・規則など）を課す [　　　　　　　]

２.　True or False

1. Cake spends some time with a friend after school.

　　　　　□ true □ false

2. The Thai government prohibits people from having sex-reassignment surgeries.

　　　　　□ true □ false

3. People who want to have a sex-change operation have to be diagnosed with gender identity disorder 

by three doctors.

　　　　　□ true □ false

３.　Dictation 　1:18 ～

This is a washroom provided specifically for transgender students. It’s 1[　　　　　　] 2[　　　　　 　] 

the boys’ room and 3[　　　　　　] 4[　　　　　　]. The school set it up three years ago to make the 

lives of transgender students 5[　　 　　　] 6[　 　　　　]. The school continues to 7[　　　　　　]  
8[　　　　　　] to accommodate students whose gender identities differ from their assigned sex  
9[　　　　　　] 10[　　　　　　].
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Unit 5　復習テスト解答

１.　単語テスト

1. 寛容 2. 制限 3. 診断する 4. 差別 5. 宿泊させる

6. hospitality　　　7. advertise　　　8. promote　　　9. complain　　　10. impose

 参照箇所 

1: Reading A  1 行目より　　  2: Reading A  11 行目より　　      3: Pre-viewing  選択肢 6 より

4: Reading A  11 行目より　　5: Pre-viewing  選択肢 3 より　　6: Reading A  1 行目より

7: Reading B  2 行目より　　  8: Reading A  13 行目より　　      9: Reading B  10 行目より

10: Pre-viewing  選択肢 5 より

２.　True or False

1. False 2. False 3. False

 解答のヒント 

1. ケーキが友達と過ごすのは放課後ではなく、昼休みである。

2. 手術を受ける人が増えるなか、政府は 2009 年に厳しい規則を課すようになった。「禁止する」とまでは言って

ない。

3. 性転換手術を受けたい人は、二人の医者から性同一性障害と診断される必要がある。

３.　Dictation 　1:18 ～

This is a washroom provided specifically for transgender students. It’s 1[separate] 2[from] the boys’ 

room and 3[clearly] 4[identified]. The school set it up three years ago to make the lives of transgender 

students 5[more] 6[comfortable]. The school continues to 7[take] 8[measures] to accommodate students 

whose gender identities differ from their assigned sex 9[at] 10[birth].
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Unit 6 Gawad Kalinga Project in the Philippines: 
Getting People out of the Slums

▶Warm Up

1.  Japan ( フィリピン国家統計局によると 2011 年の輸出データは日本 18.4％、アメリカ 14.7％、中国 12.9％

となっている。輸入先も主にこの３国となっている )

2.  about 95 million people（外務省データによると 2012 年には 9401 万人とさせている）

3. （解答例）

 ①  I think that one of the biggest reasons for the gap between the rich and the poor is corruption. 

Rich people have connections in business and government, and are treated in a special way. Poor 

people, on the other hand, are often not offered assistance or subsidies they are entitled to under 

the law. This creates a vicious circle: the rich get richer and the poor continue to stay poor.

 ②  I think that one of the reasons is job shortage in the Philippines. Additionally, even though some 

people want to acquire specialized skills to get a job, the opportunities to do so for that are not 

available for everyone. This may increase the difficulty of having a stable job. As a result, poor 

people cannot get out of poverty. 

▶ Reading A    

（試訳）
　フィリピンの首都であるマニラはこの国の政治、経済、金融の中心となっている。都市部は１千万人もの人々の住
宅地であり、世界でも有数の人口密度の高い場所のひとつである。高層ビルが国の経済発展の象徴としてそびえるが、
いまだにたくさんのスラム街が町中に広がっている。国政府は定期的にスラム街を排除し、そこに住む人々を移住さ
せるが、このような試みは首尾良く運ぶとは限らない。マニラにはスラム街に４百万以上の人々が居住している。そ
れは人口の約３７％に当たる。パヤタス廃棄処分場は中心部から２０キロの場所にある。悪名高い貧困の象徴であっ
たスモーキーマウンテンが 1995 年に閉鎖された後は、そこに運ばれていたゴミがパヤタス処分場へと迂回させられ
ることとなった。ゴミを拾って生計を立てていた人々もパヤタスへと運ばれるゴミに続いていった。そしてパヤタス
は町で最も大きなスラムのひとつになってしまった。多くのスラム街の住人は仕事を求めて郊外から移住し、そこに
不法に住んでいるのである。

Questions 
1. (a) 

2. (a)

▶ Reading B    

（試訳）
　廃棄処分場の内部と周囲の衛生状態は実にひどいものである。空気は汚染されていて、病気の原因となっている。
医療設備は容易には利用できない。スラム街の住人の多くは子供を学校に行かせることもできない。子供たちは５、
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６歳の若さでゴミを拾って、家族が生き延びるのを手助けしている。フィリピン政府は一時的な支援行ってはいるが、
包括的な解決を提案するには至っていない。スラム街を閉鎖し、貧困層のための雇用機会を増やす努力にもかかわら
ず、この国の貧困は続いている。この骨の折れる状況下で幾つかの機関が貢献へと歩みを進めている。ある NGO が
ほぼ２０年間これらのスラム街の住人達にしっかりとした家を提供してきているのである。グループの名前である、
ガワッドカリンガとはカタログ語で「気を配る」という意味である。彼らはおよそ 20 ～ 25 平方メートルの大きさ
の部屋を家族の人数に関わらず、無料で提供している。ガワッドカリンガは、共同体の精神を促進したいために、こ
れらの住宅団地を「村」と呼ぶのである。

Questions 
1.  (b) 

2.  (a) 

3.  The Philippine government has shut down slums and increased employment opportunities for the 

poor. 

▶ Pre-viewing 

1. (b)　　2. (f)　　3. (e)　　4. (a)　　5. (d)　　6.(c)

▶ First Viewing   

 Brightly colored housing complexes stand out in the streets of Manilla. Homes like these are 
sprouting up all over the Philippines. They were provided by an NGO to offer slum dwellers a decent 
place to live. So far, roughly 80,000 of these homes have been built in 2,000 locations around the 
country. Slum dwellers construct their own homes with the help of volunteers and builders. This 
can take anywhere between six months and a year. After moving in, residents are responsible for the 
management and care of the complexes with the advice and assistance of NGO members. Residents 
can also receive free job training that can lead to a much needed stable income. The NGO is aiming 
to provide homes for 5 million families by 2024.
 The founder of Gawad Kalinga is 62 year old Antonio Meloto. Meloto is a former businessman 
who used to own a trading company.  He launched Gawad Kalinga 17 years ago. A devout Christian, 
Meloto sold his business at the age of 41, and became a member of a Christian organization. The 
group was involved in helping juvenile delinquents from the slums turn their lives around. He came 
to realize that young slum dwellers desired a proper home like anyone else, a place where they can 
live with dignity in order to make it in society. 
 In 2002, President Arroyo showed her support for Gawad Kalinga’s activities by donating 
600,000 dollars. This was a welcome boost and helped the group expand their activities. Now, 
Gawad Kalinga has 200 paid staff members and over 3,000 volunteers. The group has provided slum 
dwellers with approximately 80,000 homes so far, and is targeting a total of 5 million homes by 
2024. 

（試訳）
　明るい色の住宅団地がマニラの道できわ立っている。このような家がフィリピン中で出現してきている。これらは
スラムに住む人々に世間並みの住む場所を提供しようと NGO によって用意されたものだ。今までのところ、このよ
うな家の約８万戸が国中の 2000 ヶ所に建設された。スラムの住人達はボランティアや建築業者の助けを借りて自分
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たちの家を建設する。これはだいたい６か月から１年かかる。引越後も NGO のメンバーの助言や助けを借りること
によって、住人達は建物の管理と維持についての責任を持つのである。住人はまたさらに必要な安定した収入へとつ
ながる無料の職業訓練も受けることができる。NGO は 2024 年までに５百万世帯に家を提供することを目指している。
　ガワッドカリンガの創設者は 62 歳のアントニオ・メロト氏である。彼は自身で会社を経営していたビジネスマン
であった。彼はガワッドカリンガを 17 年前に始めた。敬虔なクリスチャンだったメロト氏は 41 歳で会社を売り払い、
キリスト教団体のメンバーになった。その団体はスラムの非行少年達の更生の手助けをすることに関わっていた。メ
ロト氏はスラムの若者たちも、他の人々と同様に世間並みの家を望んでいることに気づいた。社会で成功するために、
威厳を持って住むことのできる場所を望んでいたのだ。
　2002 年アヨロ大統領が、60 万ドルを寄付することでガワッドカリンガの活動への後援を示した。これが喜ばしい
応援となり、NGO の活動を拡大するのを助けた。今やガワッドカリンガには 200 人の有給の職員と 3000 人を超え
るボランティアがいる。この団体はスラムの住人達に約 8 万戸を提供してきたが、2024 年までに全部で 5 百万戸を
供給することを目指している。

1.  to participate in the maintenance of the complexes   

2. 45 years old  

3.  the President of the Philippines 

 解答のヒント 

1.  After moving in, residents are responsible for the management and care of the complexes with the 

advice and assistance of NGO members. とある。

2.  メロト氏は現在 62 歳で、17 年前にガワッドカリンガを設立したとあるので、設立当時は 45 歳となる。

3.  In 2002, President Arroyo showed her support for Gawad Kalinga’s activities by donating 600,000 

dollars. とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (a)      2. (c)     3. (c)      4. (a)

 解答のヒント 

1. 建設に要する時間は半年から１年である。

2.  Slum dwellers construct their own homes with the help of volunteers and builders. とある。

3.  Meloto is a former businessman who used to own a trading company. とある。

4.  He came to realize that young slum dwellers desired a proper home like anyone else, a place where 

they can live with dignity in order to make it in society. とある。

Ⅱ　1. True     2. False     3. False

【設問】
1.  Homes provided by Gawad Kalinga are colorful.

2.  Homes have all been built in the same area.

3.  The company plans to reduce their efforts in the future. 
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 解答のヒント 

1. ガワッドカリンガが提供する家は明るい色である。

2. ガワッドカリンガの村は 2000 ヶ所にもおよぶ。

3. 会社はすでに売却されている。

 

▶ Dictation 　2:16 ～

 In 2002, President Arroyo showed her support for Gawad Kalinga’s activities by donating 
1[600,000] dollars. This was a welcome boost and helped the group 2[expand] 3[their] 4[activities]. 
Now, Gawad Kalinga has 5[200] 6[paid] staff members and over 3,000 volunteers. The group has 
7[provided] slum dwellers 8[with] approximately 80,000 homes so far, and is targeting a total of 
9[5] 10[million] homes by 2024. 

▶Writing　

(Sample Answers)
1.  I think that the authorities should offer training programs focusing on language and 

technical skills. It would also be effective to provide a stimulating environment to study for 
children. Better education would encourage them to seek a better job in the Philippines or 
overseas in the future.

2.  I think offering slum dwellers a home should have priority over offering a job. People 
cannot get a sense of security, if they don’t have a place to live. In addition, having a home 
may enhance their sense of responsibility and the motivation to work.

3.  I think it is a good idea. This may provide further opportunities for new residents to 
become involved in village activities, so that they can make a smooth transition to life in a 
new environment. Although they are not professional builders, learning how to build their 
own home would make it easier for them to maintain it and make the necessary repairs 
later on.  
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Unit 6　復習テスト

１.  単語テスト

1. juvenile [　　　　　　　　]  2. persist [　　　　　　　　]  3. successful [　　　　　   　　]

4. comprehensive [　　　　　　　　]  5. delinquent [　　　　　　　　]

6. 容易に [　　　　　　　　]  7. 迂回する [　　　　　　　　]  8. 移住させる [　　　　   　　　]

9. ～に関わらず [　　　　　　　　] 10. 人口密度の高い [　　　　　　　　]

２.  True or False

1. Around 80,000 homes have been built by Gawad Kalinga so far. 

　　　　　□ true □ false

2. He launched Gawad Kalinga 20 years ago.

　　　　　□ true □ false

3. The Christian organization that Meloto joined was helping juvenile delinquents turn their lives 

around.

　　　　　□ true □ false

３.  Dictation 　0:06 ～

Brightly colored housing complexes stand out in the streets of Manilla. Homes like these are 1[　　　　　] 

up all over the Philippines. They were provided by an NGO to offer slum dwellers a 2[　　　　　] place 

to live. So far, roughly 3[　　　　　] of these homes have been built in 4[　　　　　] locations around 

the country. Slum dwellers 5[　　　　　] their own homes with the help of volunteers and builders. 

This can take anywhere between six months and a year. After moving in, residents are responsible for 

the management and care of the complexes with the 6[　　　　　] and 7[　　　　　] of NGO members. 

Residents can also receive free job training that can 8[　　　　　] 9[　　　　　] a much needed stable 

income. The NGO is aiming to provide homes for 5 million families by 10[　　　　　].
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Unit 6　復習テスト解答

１.  単語テスト

1. 若い、少年の　　　2. 存続する　　　3. 成功した　　　4. 包括的な 5. 非行

6.readily 　7. reroute 8. relocate 9.irrespective 　　　10.populated

 参照箇所 

1.Pre-viewing  選択肢 3 より　　2.Reading B  7 行目より　　         3. Reading A  7 行目より

4. Reading B  6 行目より　　       5. Pre-viewing  選択肢 4 より　　6. Reading B  2 行目より

7. Reading A  11 行目より　　     8. Reading A  6 目より　　           9. Reading B  12 行目より

10. Reading A  3 行目より

２.  True or False

1. True　　　2. False　　　3. True

 解答のヒント 

1. これまでに約 8000 戸の住宅を 2000 か所に建設した。

2. Gawad Kalinga の設立は１７年前である。

3. メロト氏が加入していたキリスト教団体は、少年を非行から更生させる手伝いをしていた。

３.  Dictation  0:06 ～

Brightly colored housing complexes stand out in the streets of Manilla. Homes like these are 
1[sprouting] up all over the Philippines. They were provided by an NGO to offer slum dwellers a 
2[decent] place to live. So far, roughly 3[80,000] of these homes have been built in 4[2,000] locations 

around the country. Slum dwellers 5[construct] their own homes with the help of volunteers and 

builders. This can take anywhere between six months and a year. After moving in, residents are 

responsible for the management and care of the complexes with the 6[advice] and 7[assistance] of 

NGO members. Residents can also receive free job training that can 8[lead] 9[to] a much needed stable 

income. The NGO is aiming to provide homes for 5 million families by 10[2024].
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Unit 7  Vietnam’s Cultural Revival; 
Nha Nhac Court Music

▶Warm Up

1.  Fresh Spring Roll（ライスペーパーで野菜、肉などを巻いて作るベトナム料理） 

Pho Noodle（ハノイ発祥とされる、鳥、牛などの出汁を使用した米麺） 

Nasi goring （ナシゴレンはインドネシア、マレーシアの焼き飯料理）

2.  The Citadel of Hue ( ベトナム中部にあるフエ王宮跡、世界遺産に登録されている ) 

Ho Chi Minh City（ベトナム南部に位置する最大の経済都市、旧名称はサイゴン） 

Hanoi（ベトナム北部に位置する首都、世界遺産であるタンロン皇城跡がある）

3. （解答例）

 ①  Whenever I think of Vietnam, a popular musical “ Miss Saigon” comes to mind. I also remember 

how people in this country suffered during the years of the Vietnam war.  

 ②  Vietnam is closely associated in my mind with ao dai, the traditional outfit in Vietnam. I want to 

try on when I visit Vietnam.

▶ Reading A    

（試訳）
　ベトナムは１千年以上もの歴史のある、魅力的で美しい国である。壮大な建築物、優雅な技術、芸術的な伝統で有
名であり、何世紀にも遡る歴史を持つ。この国の文化財の幾つもがユネスコの世界遺産に指定されている。ハノイに
あるタンロン皇城の中心区域は 2010 年に登録された。翌年には胡朝の要塞が続いて登録された。現在ユネスコは、
未来の世代に文化を残そうとするべトナムの人々の決意を象徴する１２か所の遺産を登録している。
　戦争の歴史がこの国を脅かしてきた。軍事的な対立の間にたくさんの文化遺産が破壊された。その後、続く数１０
年の政府の優先事項は地域の経済安定を確保することであった。その結果、文化保全はほとんど消失してしまった。
しかしユネスコがベトナムの文化遺産を承認しつつあるので、市民は失われた伝統を復興することに力をそそいでい
る。500 年の歴史を持つニャ・ニャック宮廷音楽もこの一例である。

Questions 
1.  (a) 

2.  (a) 

3. (c)

▶ Reading B    

（試訳）
　古都フエはベトナム中部に位置している。人口約３５万人の中堅都市である。この都市の数多くの歴史的建造物が
世界中からの訪問者を魅了している。ここで人気の高い観光客の目的地は、最後にベトナムを統治していた王朝であ
る阮朝の宮殿である。これは 1993 年にフエの建造物群の一部としてベトナム最初の世界遺産となった。この歴史的
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な場所で演奏される音楽は、ニャ・ニャックと呼ばれる伝統的な宮廷雅楽である。元々は中国から伝わり、ベトナム
で約 500 年間、20 世紀半ばまで演奏されていた。　この雅楽は宮廷儀式で演奏され、王朝の統治の権力と繁栄を象
徴していた。ニャ・ニャックは 1990 年代初頭から復興運動を経て、2003 年に無形文化遺産として承認された。し
かしベトナム文化に深く根付いているこの音楽は、一度はほぼ完全に消滅していたのだった。

Questions 
1. (b) 

2. (b)

▶ Pre-viewing 

1. (b)　　2. (d)　　3. (f)　　4. (a)　　5. (c)　　6. (e)

▶ First Viewing   

 Vietnam’s last dynasty, the Nguyen Dynasty, crumbled in 1945 following the withdrawal of 
French forces from the country. Nha Nhac musicians retired from the palaces after having nowhere 
left to perform. In the chaos and devastation of the First Indochina War and then the Vietnam War 
the music was lost. One man has been determined to revive the music of the kings. 102-year-old Lu 
Huu Thi. Thi served under the last two emperors of the Nguyen Dynasty. He is the only surviving 
Nha Nhac performer from the Nguyen era. Thi played Nha Nhac at local festivals and taught music 
to members of his family. Musical notation for Nha Nhac has never existed. Documents mark only 
the emphasis and tone for each song. Thi checks to ensure that every piece is true to the way it was 
played during the imperial days. Thi always felt obliged to at least pass on Nha Nhac to members of 
his family.
 In 1996, the Vietnamese government launched a project aimed at training Nha Nhac musicians, 
after Hue became a World Cultural Heritage Site. Thi, who was over 80 at the time, led the revival 
and started training his successors. In the mid-1990s, a new imperial Nha Nhac music group was 
formed. The musicians traditionally wear ao dai when performing. 
Nha Nhac court music used to only be passed down to family members, but not anymore. The 
Vietnamese government founded a conservatory in 2008. 50 students currently study here. 
Thi’s great-grandson To also studies at the conservatory. The court music of Nha Nhac hasn’t 
changed since it was performed for royalty. And as a Nha Nhac musician To won’t be considered 
accomplished if he lacks the discipline that Thi, his great-grandfather, teaches. To practices hard 
every day, dreaming of one day becoming an official member of the court music ensemble.

（試訳）
　1945 年、フランス軍がベトナムから撤退したことに続いて、ベトナム最後の王朝であった阮王朝は崩壊した。ニャ・
ニャックの宮廷楽士たちも演奏の場を失い、王宮を退いた。第一次インドシナ戦争やその後のベトナム戦争の荒廃と
混乱の中でこの音楽は消滅してしまったのだった。ある男性が国王の音楽を復活させようと決断した。102 歳のルー・
フ・ティー氏である。ティー氏は阮王朝の最後の 2 代の皇帝に仕えた。阮時代のニャ・ニャック演奏者で生き残って
いる唯一の宮廷音楽士である。ティー氏は村のお祭りなどで楽器を演奏し、自分の家族に雅楽を教えてきた。ニャ・
ニャックには音符で書かれた楽譜はない。文書にはそれぞれの曲の音の強弱や抑揚だけが記されている。ティー氏は
ひとつひとつの曲が王宮で演奏していた時と同じように演奏されているかどうかを確認する。ティー氏はニャ・ニャッ
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ク音楽をせめて家族にだけでも伝えねばならないと常に感じていたのだった。
　フエの王宮が世界遺産になったことをきっかけに、1996 年ベトナム政府はニャ・ニャック雅楽師を育てる目的で
活動を始めた。当時 80 歳を超えていたティー氏は復興運動を指揮し、後継者を指導し始めた。1990 年代半ば、新
しい宮廷雅楽団「ニャ・ニャック」が結成された。楽師達は演奏の際にはアオザイを着用するのである。
　ニャ・ニャック宮廷雅楽はかつて、家族にのみ受け継がれてきたが、今やそうではない。ベトナム政府が 2008 年
に音楽学校を設立したのだ。50 人の生徒が現在ここで学んでいる。ティー氏の孫であるトウもまたここで学んでいる。
ニャ・ニャックの宮廷音楽は国王のために演奏されていた時から変わっていないのである。トウは祖父ティーが教え
る指導がなければ、ニャ・ニャック演奏家として完成されたと考えることはない。トウはいつか宮廷音楽団の公式メ
ンバーになる日を夢見て、毎日懸命に練習をしている。

1. 102 years old　　　2. in the mid-1990s　　　3. staff at the court

 解答のヒント 

1.  102-year-old Lu Huu Thi. Thi served under the last two emperors of the Nguyen Dynasty. とある。

2.  In the mid-1990s, a new imperial Nha Nhac music group was formed.

3.  ニャ・ニャックはかつて王宮に住んでいたので、管理は王宮の職員と考えられる。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (b)

 解答のヒント 

1.  Vietnam’s last dynasty, the Nguyen Dynasty, crumbled in 1945 following the withdrawal of French 

forces from the country. とある。

2.  Nha Nhac musicians retired from the palaces after having nowhere left to perform. とある。

3.  One man[Thi] has been determined to revive the music of the kings. とある。

4.  Thi played Nha Nhac at local festivals and taught music to members of his family. とある。

Ⅱ　1. False  2. True  3. False

【設問】
1.  The Vietnamese Government rejected the project for training Nha Nhac musicians.

2.  Thi led the court music revival and stated to train his successors when he was over 80.

3.  To is an official member of the court music ensemble.

 解答のヒント 

1.  ベトナム政府はニャ・ニャック音楽師を育てるプロジェクトを推進した。

2.  ティ氏が復興運動を指揮し、後継者を指導し始めたのは 80 歳を過ぎてからである。

3.  トウはまだ宮廷音楽団の公式メンバーではない。
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▶ Dictation 　1:44 ～

 In 1996, the Vietnamese government 1[launched] a project aimed at training Nha Nhac 
musicians, after Hue became a World Cultural Heritage Site. Thi, who was over 80 at the time, led 
the 2[revival] and started training his successors. In the mid-1990s, a new imperial Nha Nhac music 
group was formed. The musicians traditionally wear ao dai when performing. 
 Nha Nhac court music used to only be 3[passed] 4[down] to family members, but not anymore. 
The Vietnamese government founded a conservatory in 5[2008]. 50 students currently study here. 
Thi’s great-grandson To also studies at the conservatory. The court music of Nha Nhac 6[hasn’t] 
7[changed] since it was performed for royalty. And as a Nha Nhac musician To won’t be considered 
accomplished if he 8[lacks] the 9[discipline] that Thi, his great-grandfather, teaches. To practices 
hard every day, 10[dreaming] of one day becoming an official member of the court music ensemble.

▶Writing　

(Sample Answers)
1.  I agree that the Vietnamese government spend money to revive traditional music. 

Especially, as Nha Nhac Court Music is part of Vietnamese traditional culture, it should be 
revived and preserved for future generations. I think that preserving culture should be a 
top priority for Vietnamese people and government because many national traditions were 
lost as a result of military conflicts and economic instability. 

2. Preserving traditional culture enables us to better understand the lives and 
accomplishments of our ancestors. When we see our traditional culture, which also inspires 
us in many ways, we can recognize how our society, our way of life, and our values have 
changed. Moreover, reviving ancient culture and traditions makes good economic sense as 
the country would likely benefit from an increased number of overseas tourists. 

3.  No, I don’t think Japanese people appreciate their traditional culture very much. I think 
many Japanese seem to like something modern and convenient. For example, today many 
Japanese families prefer to live in apartments and houses with wood flooring which is 
easier to maintain that the traditional tatami flooring. 
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Unit 7 復習テスト

１. 単語テスト

1. devastation [　　　　　　　　　]  2. crumble [　　　　　　　　　]  3. asset [　　　　　　　　　]

4. compelling [　　　　　　　　　]  5. intangible [　　　　　　　　　]

6. 指定する [　　　　　　　　　]  7. 目的地 [　　　　　　　　　]  8. 繁栄 [　　　　　　　　　]

9. 後継者 [　　　　　　　　　] 10. 受ける・経験する [　　　　　　　　　]

２. True or False

1. The Vietnamese government launched a project aimed at training Nha Nhac musicians in 1990.     

　　　　　□ true □ false

2. The Vietnamese government founded a conservatory in 2008.

　　　　　□ true □ false

3. At conservatory Nha Nhac music is taught by using musical notation.

　　　　　□ true □ false

３. Dictation 　0:04 ～

Vietnam’s last dynasty, the Nguyen Dynasty, 1[　　　　　　] in 1945 following the 2[　　　　　　] of 

French forces from the country. Nha Nhac musicians retired from the palaces after having 3[　　　　　　]  
4[　　　　　　] to perform. In the chaos and devastation of the First Indochina War and then the 

Vietnam War the music was lost. One man has been 5[　　　　　　] 6[　　　　　　] revive the music of 

the kings. 102-year-old Lu Huu Thi. Thi served under the 7[　　　　　　] 8[　　　　　　] emperors of the 

Nguyen Dynasty. He is the only 9[　　　　　　] Nha Nhac performer from the Nguyen era. Thi played 

Nha Nhac at local 10[　　　　　　] and taught music to members of his family.
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Unit 7　復習テスト解答

１. 単語テスト

1. 荒廃 2. 崩壊する 3. 資産  4. 魅力的な 5. 無形の

6.designate　　　7. destination　　　8. prosperity　　　9.successor　　　10.undergo

 参照箇所 

1.Pre-viewing  選択肢 2 より　　 2. Pre-viewing  選択肢 6 より　　　3. Reading A  4 行目より

4. Reading A  1 行目より　　　　5. Reading B  11 行目より　　　　  6. Reading A  4 行目より

7. Reading B  3 行目より　　　　8. Reading B  10 行目より　　　　  9. Pre-viewing  選択肢 4 より

10. Reading B  10 行目より

２. True or False

1. False　　　2. True　　　3. False

 解答のヒント 

1. ベトナム政府がニャ・ニャック雅楽師を育てる目的で活動を始めたのは 1996 年である。 

2. ベトナム政府は 2008 年に音楽学校を設立した。

3. ニャ・ニャック雅楽には音符で示された楽譜はない。

３. Dictation 　0:04 ～

Vietnam’s last dynasty, the Nguyen Dynasty, 1[crumbled] in 1945 following the 2[withdrawal] of French 

forces from the country. Nha Nhac musicians retired from the palaces after having 3[nowhere] 4[left] to 

perform. In the chaos and devastation of the First Indochina War and then the Vietnam War the music 

was lost. One man has been 5[determined] 6[to] revive the music of the kings. 102-year-old Lu Huu Thi. 

Thi served under the 7[last] 8[two] emperors of the Nguyen Dynasty. He is the only 9[surviving] Nha 

Nhac performer from the Nguyen era. Thi played Nha Nhac at local 10[festivals] and taught music to 

members of his family.
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Unit 8  The Greater Mekong Sub-region: 
Labor Situation in Cambodia

▶Warm Up

1.  Khmer 

2.  two hours     

3.  Angkor, land mines, Phnom Penh, the Mekong River…

▶ Reading A    

（試訳）
　日本の電気部品メーカーのミネベアは、昨年 12 月からカンボジアの経済特区で本格生産を開始した。この企業は
ベアリングや航空機の部品などで世界的なシェアを誇っている。この工場では、カメラ等に使う部品を組み立ててい
る。現在の従業員はおよそ 2300 人で、2013 年には 8000 人に増やすことを計画している。
　8 月半ば、州の担当者の後押しを得て、プレイキリトボーン村でミネベアを含む外国企業 5 社が新たな労働者を獲
得するための説明会を行った。ミネベアも人材担当者を派遣し、村人に呼びかけた。この日、およそ 100 人がミネベ
アで働くことを希望した。
　この村では、ほとんどの村人が稲を育てて暮らしている。ひと家族辺りの農地は小さく、灌漑設備も整っていない
ため、11 月から 4 月まで続く乾期は、農作物を育てることが難しい。農業以外の仕事はほとんどない。その為、外
国企業の求人は、とりわけ若者たちにとって、収入が得られる貴重なチャンスなのである。

Questions
1. (c)  

2. (b)

▶ Reading B    

（試訳）
　低賃金方針により、思わぬ事態が発生した工場もあった。昨年、いくつもの縫製工場で、若い労働者たちが作業中
に気絶したのである。一人が気を失うと、その近くの労働者も次々と倒れるという事態だった。その数は、去年一年
だけで 2000 人近くに上った。原因として、慣れない作業を長時間続けることから来る疲れ、換気が充分でないといっ
た労働環境の悪さなどが考えられたが、未だに明らかになっていない。単なる集団ヒステリーとの指摘もあるが、中
には悪霊が取り憑いたとして、お祓いまで行う工場もあった。国際労働機関（ILO）のカンボジア事務局では、作業
中に気を失った労働者たちを対象にセミナーを行っている。
　ILO のスタッフは、バランスのとれた食事を取って健康を保つことが大事だと呼びかけている。また、農村から出
て来たばかりの若い労働者がかかえる不安やストレスを減らすため、コミュニケーション・プログラムも実施してい
る。
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Questions
1.  (c)  

2.  (b)

3. (b)

▶ Pre-viewing

1. (b)　　2. (d)　　3.(e)　　4.(f)　　5.(c)　　6.(a)

▶ First Viewing   

 Of the 2,300 young people working at Minebea’s factory in Phnom Penh’s special economic 
zone, roughly 80% come from rural villages. Eighteen-year-old Chhut Chan Theang is one of them. 
She arrived from Kongpong Chhnang Province two weeks ago. She lodges at a company dormitory 
and her job is to check products with a microscope six days a week. During lunch hour, Chan 
Theang heads straight for the rice cooker. At all three meals, workers are allowed to eat as much 
rice as they want for free. On this day, a choice of four main dishes was on offer, priced between 20 
and 40 cents each. Chan Theang goes for the cheapest one, a traditional soup.  She shares her food 
with a friend to save money. This way, she would be able to send more than half of her 120-dollar 
monthly salary back home to her family.
 Khmer language classes are held at the factory every day during the week. The classes are 
open to anybody who wants to attend.  Chan Theang tries to attend as often as she can. In farming 
villages, most of the children aren’t able to go to school because they have to help with farm work. 
A good proportion of them are illiterate.  The curriculum starts from the very basics of the Khmer 
language.
 Minebea is focusing on boosting productivity. It currently stands at 80 % at its factories in 
Thailand and Malaysia. Ten staff members from outside Cambodia have been dispatched to train 
local workers. The experienced staff member checks the work done by novice workers and gives 
advice through an interpreter.

（試訳）
　プノンペン経済特区のミネベアで働く 2300 人の若者たち。その 8 割が農村からここにやって来た。18 歳のチョ
ウト・チャンテアンも、2 週間前にコンポンチュナン州の村から出て来たばかりである。会社の寮に住み込みながら、
週 6 日、顕微鏡で製品のチェックを行っている。昼食の時間、彼女がお皿を手に最初に向かうのは、ご飯のお釜。一
日三食ご飯は無料で、好きなだけ食べることができる。この日のおかずは 4 種類、値段は 20 セントから 40 セント。
チャンテアンが買ったのは、一番安いスープである。それを友達と２人で分け合って食べる。こうして節約して、1 ヶ
月の給料 120 ドルの半分以上を家族に送っている。
　工場では、月曜から金曜まで毎日クメール語の教室が開かれており、出席したいものは誰でも参加することができ
る。チャンテアンも時間が許す限り授業に出席している。農村地帯では、子どもも農作業にかり出され、学校に行け
ないことが多い。その為、読み書きが充分にできない若者が非常に多い。この授業では、文字の綴りや読み方等、クメー
ル語を基礎から教えている。
　ミネベアでは生産性の向上が課題となっている。現在この工場の生産性は、タイやマレーシアに比べると 80％にと
どまっている。その為に、アジアの他の国の工場から 10 名のスタッフを送り込み、若い労働者の指導を続けている。
指導にあたるスタッフは経験の少ない労働者の作業を細かくチェックし、通訳を介して一人一人にアドバイスを与える。
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1. 18　　2. Khmer　　3. rice

 解答のヒント 

1.  Eighteen-year-old Chhut Chan Theang is one of them. と述べられている。

2.  Khmer language classes are held at the factory every day during the week. と述べられている。

3.  During lunch hour, Chan Theang heads straight for the rice cooker. とあり、rice が登場している。

▶ Second Viewing   

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

 解答のヒント 

1. her job is to check products with a microscope と述べられている。

2, 3. a choice of four main dishes was on offer, priced between 20 and 40 cents each. Chan Theang goes 

for the cheapest one, a traditional soup. と述べられている。

4.  she would be able to send more than half of her 120-dollar monthly salary back home to her family 

と述べられている。

Ⅱ　1. True     2. True     3. False

【設問】
1.  Most young workers at Minebea are from rural areas.

2.  Workers at Minebea can eat rice for free at all three meals.

3.  Chhut Chan Theang uses a knife and fork to eat her meal.

 解答のヒント 

1.  Of the 2,300 young people working at Minebea’s factory in Phnom Penh’s special economic zone, 

roughly 80% come from rural villages. と述べられている。  

2.  At all three meals, workers are allowed to eat as much rice as they want for free. と述べられている。   

3.  映像を見ると、スプーンを使って食べていることがわかる。

▶ Dictation     1:39 ～

 Khmer language classes are held at the factory every day during the week.  The classes are open 
to anybody who wants to 1[  attend  ].  Chan Theang tries to attend 2[as] 3[often] 4[as] she can.  In 
farming villages, most of the children 5[aren’t] 6[able] 7[to] go to school because they have to help 
with 8[farm] work.  A good proportion of them are 9[illiterate]. The curriculum starts from the very 
basics of the Khmer language.
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▶Writing

(Sample Answers)
1. - I think the cause is stress from living in a new environment. Young workers find 

themselves in a completely new situation, surrounded by strangers. They cannot go back 
home easily.

  - I don’t think it is good. That is not a long-term solution. The Cambodian government 
should encourage people to move into urban areas.

2.  - I agree. We can buy a lot of products cheaply. Moreover, that contributes to sustainable 
economic development of Cambodia.

  - I disagree. That can lead to a loss of domestic jobs in Japan. That also may cause 
destruction of environment in Cambodia.

3.  - I’m interested in working abroad. I would like to contribute to the economic development 
of Cambodia. That must be exciting!

  - I’m not interested. I would like to work as a teacher in Japan. In the future, one of my 
students may work in Cambodia.
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Unit 8　復習テスト

１.  単語テスト

1. boast [　　　　　　　　]  2. assemble [　　　　　　　　]

3. recruitment [　　　　　　　　]  4. garment [　　　　　　　　]  5. ritual [　　　　　　　　]

6. 代表、代表者 [　　　　　　　　]  7. 代わりの、別の [　　　　　　　　]  8. 好機 [　　　　　　　　]

9. 意識不明の、気絶した [　　　　　　　　] 10. 疲労 [　　　　　　　　]

２.  True or False

1. Chhut Chan Theang is from Phnom Penh.

　　　　　□ true □ false

2. All the workers at Minebea can attend Khmer language classes.

　　　　　□ true □ false

3. Minebea’s productivity in Cambodia is 80% higher than that in Thailand and Malaysia.

　　　　　□ true □ false

３.  Dictation 　0:03 ～

1[　　　　　] the 2,300 young people working at Minebea’s factory in Phnom Penh’s special economic 

zone, roughly 80% come from rural villages. Eighteen-year-old Chhut Chan Theang is one of them. She 

arrived from Kongpong Chhnang Province two weeks ago. She lodges at a company 2[　　　　　] and 

her job is to check products with a microscope six days a week. During lunch hour, Chan Theang heads 

straight for the rice cooker. 3[　　　　　] all three meals, workers are allowed to eat as much rice as they 

want for free. On this day, a choice of four main dishes was 4[　　　　　] 5[　　　　　], priced between 

20 and 40 cents each. Chan Theang goes for the cheapest one, a traditional soup. She 6[　　　　　] her 

food with a friend to save money. This way, she 7[　　　　　] 8[　　　　　] 9[　　　　　] 10[　　　　　] 

send more than half of her 120-dollar monthly salary back home to her family.
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Unit 8　復習テスト解答

１.  単語テスト

1. 誇る、持つ、所有する　　2. 集める、組み立てる　　3. 採用、募集　　　4. 衣類、衣料品　　　5. 儀式、典礼

6. representative 7. alternative 8. opportunity 9. unconscious 10. fatigue

 参照箇所 

1: Reading A  第 1 段落 2 行目より　　2: Reading A  第 1 段落 3 行目より　　

3: Reading A  第 2 段落 4 行目より　　4: Reading B  第 1 段落 2 行目より   

5: Reading B  第 1 段落 7 行目より　　6: Reading A  第 2 段落 3 行目より

7: Reading A  第 3 段落 3 行目より　　8: Reading A  第 3 段落 5 行目より   

9: Reading B  第 1 段落 4 行目より　　10: Reading B  第 1 段落 5 行目より

２.  True or False

1. False　　　2. True　　　3. False

 解答のヒント 

1. Chhut Chan Theang の出身はコンポンチュナン州の村である。

2. 出席したいものは誰でも参加することができると述べられているので、全員が出席可能である。

3. カンボジア工場の生産性は、タイやマレーシアに比べると 80％にとどまっていると述べられている。80%高い

のではなく、20%低い。

３.  Dictation 　0:03 ～

1[Of] the 2,300 young people working at Minebea’s factory in Phnom Penh’s special economic zone, 

roughly 80% come from rural villages. Eighteen-year-old Chhut Chan Theang is one of them. She arrived 

from Kongpong Chhnang Province two weeks ago. She lodges at a company 2[dormitory] and her job 

is to check products with a microscope six days a week. During lunch hour, Chan Theang heads straight 

for the rice cooker. 3[At] all three meals, workers are allowed to eat as much rice as they want for free. 

On this day, a choice of four main dishes was 4[an] 5[offer], priced between 20 and 40 cents each. Chan 

Theang goes for the cheapest one, a traditional soup. She 6[shares] her food with a friend to save money. 

This way, she 7[would] 8[be] 9[able] 10[to] send more than half of her 120-dollar monthly salary back 

home to her family.
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Unit 9  Singapore Playing Cupid: 
Matchmaking Agency

▶Warm Up

1.  four*

2.  Chinese *

3.  A very clean country. People have to pay a fine for throwing away trash in a public place.

　　*1.   シンガポールの公用語は、中国語、英語、マレー語、タミル語の 4 つ。

　　*2.   Population Trends 2012 によると、中華系が約 74％、マレー系が約 13.3％、インド系が約 9％、その
他が約 3％となっている。

▶ Reading A    

（試訳）
　シンガポールは、模範的なアジア経済という名声を勝ち得てきた。シンガポールは、よく働き、意欲にあふれた人々
の安定した国家であり、彼らはその地域で最も高い生活水準を享受している。しかし、530 万の人々が住むこの都市
国家は、今や重大な危機に直面している。出生率が急激に低下し、今では平均女性一人が生む子供の数が 1.2 という
状況である。これはアジアでも最も急激な出生率低下の一つである。このことは、人口の劇的な減少につながり、国
家の安定そのものを脅かす可能性を秘めている。この傾向を打破するために、政府は、子供を産んでもらえるだろう
という期待をもって、若い人々の結婚を奨励している。鍵となる戦略は、結婚の仲介組織に援助と資金を提供するこ
とである。個人によるデートからお見合いパーティーにいたるまで、親密な出会いが国の至る所で起きている。こう
した現在の状況にあわせて、ヴァイオレットは夫とともに、結婚仲介代理店ランチ・アクチュアリーをたちあげた。

Questions
1. (b)  

2. (b)

▶ Reading B    

（試訳）
　最近、オンライン上で出会い、結婚する人々の数が増えている。ヴァイオレットは、2007 年に、オンライン会社エター
アクトをたちあげた。エターアクトは、シンガポールにおけるオンライン・デート分野のパイオニアである。会社を
たちあげるために、ヴァイオレットは、パートナー・コネクション基金と呼ばれる政府の助成金を得た。この基金は、
革新的な結婚仲介起業を援助し、約 40,000 ドルを上限として、会社にそのたちあげ費用の 80 パーセントを提供し
ている。エターアクトに登録するために、メンバーは自分のプロフィール、理想のパートナーについての情報、自分
自身の写真をコンピュータに入力する。登録費用は無料である。もしメンバーが好みのメンバーを見つけたら、一対
一で、もしくはグループで、オンライン上でチャットすることができる。メンバーは、費用を払って自分のアバター
をつくることが要求される。彼らは、他のメンバーのアバターのために、食べ物や花などといった仮想上の贈り物を
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購入することができる。会社は今のところ大成功を収め、近年他のアジア諸国にも進出している。

Questions
1.  (a)  

2.  (c)  

3.  Eteract is so successful because registration is free. Moreover, people can submit specific information 

about the partner they seek.

▶ Pre-viewing

1. (e)　　2. (c)　　3. (f)　　4. (d)　　5. (a)　　6. (b)

▶ First Viewing   

 Just off Singapore’s main Orchard Street, a matchmaking agency is open for business. Lunch 
Actually became one of Singapore’s first government-accredited matchmaking agencies in 2007, 
3 years after its founding. CEO Violet Lim has matched over 10,000 couples. Her agency has more 
than 100,000 registered members. She’s been dubbed “Miss Match” for her skills at initiating 
relationships. A woman comes in to register. She’s hoping to find Mr. Right. 
“Hi, I’m Violet. Nice to meet you.”
The 32-year-old math teacher says she has very few opportunities to meet men outside of work.
 “How do you actually know about us?”
 “My friend just joined recently. So I heard about you through her.”
 “I’m looking for someone who is mature, intelligent, someone who is witty…”
 “So what I suggest is, maybe you can help me fill up this form, and this would give us a bit more 
information about you.”
 She starts by checking off a list to specify the type of man she’s looking for. She’s seeking 
someone of her age or older, between 32 and 40, and a college graduate. For her second choice, 
she changes the age range to between 30 and 42. She says younger men are an option as long as 
they are only two years younger than she is. Based on her criteria, Violet will search through the 
database to try and find the right match. She charges around 800 US dollars to arrange a minimum 
of 3 dates. Violet says she can usually introduce new members to their first date in two to four 
weeks. 
 “So he is my husband.”
 Violet launched the matchmaking company with her husband Jamie Lee. Violet’s surprise 
at the marital status of her colleagues at the bank she used to work at, inspired her to become a 
matchmaker. Violet left her job at the bank to study at a matchmaking school in New York, where 
she became a certified matchmaker. The dating industry, is now an integral part of Singaporean 
society.

（試訳）
　シンガポールのメイン・オーチャード通りの一角に、お見合い仲介会社がある。ランチ・アクチュアリーは、設立
から 3 年後の 2007 年に、シンガポールで最初の政府認定のお見合い仲介会社の一つになった。代表のヴァイオレット・
リムは、これまでに 1 万組をこえる男女をひきあわせてきた。現在の登録会員数は 10 万人を超える。彼女は、その



58

縁結びの手腕により、“ 縁結びの女王 ” と呼ばれている。この日も、1 人の女性が登録にやってきた。彼女は理想の
男性を探していると言う。
　「ヴァイオレットです。はじめまして。」
　32 歳の女性の数学教師は、職場以外での出会いがないと言う。
　「どこで私たちを知りましたか。」
　「最近登録した友人からききました。」
　「私が探しているのは、成熟した、賢くて、機知に富んだ人です。」
　「もう少しあなたのことを知りたいので、この用紙に記入をお願いします。」
　彼女はリストにチェックして、希望する相手のタイプを特定化していく。彼女は、32 歳から 40 歳までの同い年か
年上で、大卒以上の学歴を持つ男性を探している。第二希望は、年齢幅を 30 歳から 42 歳までとした。年下であっ
ても 2 歳ぐらいなら譲れるというのだ。この基準に沿って、ヴァイオレットは、会員のデータベースの中から彼女の
理想の相手を探す。ヴァイオレットは最低 3 回のデートを手配するのに、約 800 アメリカ・ドルを請求した。2 週間
から 4 週間で、最初のデートに新しいメンバーを紹介するという。
　「夫です。」
　ヴァイオレットは、夫のジェイミー・リーとともにこのお見合い仲介会社をたちあげた。このビジネスを始めるきっ
かけは、彼女が以前勤めていた大手銀行の同僚たちの婚姻状況に驚いたことだという。ヴァイオレットは銀行の仕事
を辞め、ニューヨークの専門学校に入学し、そこでお見合い仲介業者の資格を取得した。お見合い産業は、今やシン
ガポール社会のなくてはならない一部なのである。

1. more than 10,000　　

2. because she wants to know more about the math teacher　　

3. mature

 解答のヒント 

1.  CEO Violet Lim has matched over 10,000 couples とある。

2.  “So what I suggest is, maybe you can help me fill up this form, and this would give us a bit more 

information about you.” と言っている。

3.  “I’m looking for someone who is mature, intelligent, someone who is witty…” と言っている。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (a)  2. (c)  3. (a)  4. (c)

 解答のヒント 

1. 設立から 3 年後の 2007 年に、シンガポールで最初の政府認定のお見合い仲介会社の一つになったと言ってい

るので、設立は 2004 年。

2. “My friend just joined recently. So I heard about you through her.” と言っている。

3. 彼女の理想の相手は、30 歳から 42 歳までで大学卒業の学歴を持つ男性なので、それに合った選択肢を選ぶ。(c) 

very serious でなければならないという条件はどこにもない。

4. arrange a minimum of 3 dates と言っている。

Ⅱ　1. False　　2. False　　3. True

【設問】
1.  "Lunch Actually" is the only government-approved matchmaking agency in Singapore.
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2.  The math teacher complains that she has few opportunities to meet men at her workplace.

3.  It is probable that the math teacher will have a date within three weeks of this meeting.

 解答のヒント 

1.  Lunch Actually became one of Singapore’s first government-accredited matchmaking agenciesとある。

2.  at her workplace ではなく、outside of work が正しい。

3.  Violet says she can usually introduce new members to their first date in two to four weeks とある。

▶ Dictation 　3:00 ～

 Violet launched the 1[matchmaking] 2[company] with her husband Jamie Lee. Violet’s surprise 
at the 3[marital] 4[status] of her colleagues at the bank she used to work at, inspired her to become 
a matchmaker. Violet 5[left] 6[her] 7[job] at the bank to study at a matchmaking school in New 
York, where she became a certified matchmaker. The dating industry, is now an 8[integral] 9[part] 
of Singaporean society.

▶Writing 

(Sample Answers)
1. I think that matchmaking agencies are gaining popularity in Japan. Japanese have long 

enjoyed the tradition of finding a partner through friends or relatives, a so-called ‘omiai’ 
system. As people today are increasingly delaying marriage for their education or careers, 
and consequently find it difficult to find their partners, they begin to depend more and 
more on matchmaking agencies.

2. An effective measure would be to provide subsidies to couples with children. This should 
motivate couples to have children. Another possible measure would be to set up more 
childcare facilities, so that raising children should not deprive parents of opportunities to 
pursue their education and build their professional careers, etc.

3 I think that the problem of population decline is related to a country’s economic growth. 
As a country gets richer, the people also become wealthier. This means that they have 
enough money to meet their expenses and engage in many hobbies. That enables them 
to spend the money on their education, professional development, etc. This is one of the 
reasons why they delay their marriage, which is one of the causes of population decline.
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Unit 9　復習テスト

１.  単語テスト

1. expand [　　　　　　　　]  2. threaten [　　　　　　　　]  3. integral [　　　　　　　　]

4. launch [　　　　　　　　]  5. marital [　　　　　　　　]  

6. 戦略 [　　　　　　　　]  7. 補助金  [　　　　　　　　]  8. 創始する [　　　　　　　　]  

9. 登録する [　　　　　　　　] 10. 革新的な [　　　　　　　　]  

２.  True or False

1. The government-accredited matchmaking agency, Lunch Actually has more than 10,000 registered 

members.

　　　　　□ true □ false

2. The 32-year-old math teacher comes to Lunch Actually because she doesn’t have opportunities to 

meet men outside of work.

　　　　　□ true □ false

3. Violet established the matchmaking company by herself after she left her job at the bank and studied 

in New York.

　　　　　□ true □ false

３.  Dictation 　1:55 ～

She starts by checking off a list to 1[　　　　　] the type of man she’s looking for. She’s seeking someone 

of her age or older, between 32 and 40, and a 2[　　　　　] 3[　　　　　]. For her second choice, she 

changes the 4[　　　　　] 5[　　　　　] to between 30 and 42. She says younger men are an option  
6[　　　　　] 7[　　　　　] as they are only two years younger than she is. Based on her 8[　　　　　],  

Violet will search through the database to try and find the right match. She 9[　　　　　] around  
10[　　　　　] US dollars to arrange a minimum of 3 dates. Violet says she can usually introduce new 

members to their first date in two to four weeks. 
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Unit 9　復習テスト解答

１.  単語テスト
1. 拡大する 2. 脅かす   3. 不可欠な   4. ～を始める   5. 結婚の 

6. strategy　　　7. grant　　　8. initiate　　　9. register　　　10. innovative

 参照箇所 

1: Reading B  13 行目より　　      2: Reading A  6 行目より　　        3: Pre-viewing  選択肢 6 より　　

4: Pre-viewing  選択肢 4 より　　 5: Pre-viewing  選択肢 5 より　　6: Reading A  9 行目より　　

7: Reading B  4 行目より　　         8: Pre-viewing  選択肢 3 より　　9: Reading B  7 行目より　　

10: Reading B  5 行目より

２.  True or False

1. False　　　2. True　　　3. False

 解答のヒント 

1. Lunch Actually には 100,000 人以上の登録者がいる。

2. 32 歳の数学教師は仕事以外で男性に出会う機会が少ないため、結婚相談所を訪れた。

3. ヴァイオレットは夫とともにこの会社を設立した。

３.  Dictation 　1:55 ～

She starts by checking off a list to 1[specify] the type of man she’s looking for. She’s seeking someone of 

her age or older, between 32 and 40, and a 2[college] 3[graduate]. For her second choice, she changes 

the 4[age] 5[range] to between 30 and 42. She says younger men are an option 6[as] 7[long] as they are 

only two years younger than she is. Based on her 8[criteria], Violet will search through the database to 

try and find the right match. She 9[charges] around 10[800] US dollars to arrange a minimum of 3 dates. 

Violet says she can usually introduce new members to their first date in two to four weeks.
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Unit 10  Energy-hungry Nepal: 
Problems of Rural Areas

▶Warm Up

1.  about twenty-five million*

2.  more than 70% of the whole population*

3.  Himalayas, poverty, political instability, etc.

　　*1.   2011 年に行われたネパール政府（中央統計局）の人口調査によると、ネパールの人口は 2,649 万人。

　　*2.   CIA World Factbook-Nepal によると、2004 年推計のネパールの産業別労働力人口の割合は、農業
76％、鉱工業 6％、サービス業 18％となっている。

▶ Reading A    

（試訳）
　農業は、多くのネパール人にとって、非常に重要な収入源であり続けている。もちろん農夫たちもまた、エネルギー
不足の影響を受けている。しかし、この現在進行中の問題に対処する革新的な解決策が見つかった――バイオガスで
ある。バイオガスは、多くが牛を飼育しているネパールの村人たちにとって好都合である。装置の使用法は簡単である。
ただタンクの中で牛の糞と水を混ぜるだけである。地下のタンク内に住む微生物が、成分を発酵させる。この過程で、
メタンガスが発生する。この地球環境に優しいエネルギー産出法は、村人たちにクリーン・エネルギーを不断に提供
することで、彼らの生活スタイルを劇的に変えた。ガスが抽出された後、余った液体は牛の糞と混ぜ合わせられ、良
質な肥料となる。この費用がかからない有機肥料のおかげで、農夫たちは様々な作物を育てることができる。これは
また、有機農法を可能にさせている。バイオガスは再生可能で費用がかからないため、このシステムに対する需要は
拡大することが見込まれる。ネパール・モデルと呼ばれるこのバイオガス技術は、カンボジアやラオス、ヴェトナム、
インドネシアといった他のアジア諸国で広まりつつある。さらに、ルワンダやエチオピア、ケニアといったアフリカ
の国々でも使われている。

Questions
1. (c)  

2. (b)  

3. (a)

▶ Reading B    

（試訳）
　ネパールの田舎で使われているまた別のエネルギー源は、太陽エネルギーである。バイオガスの場合と同様、政府
は太陽による電力生産システムに助成金を提供している。最近までこのシステムは、主に田舎で使用されていたが、
徐々に都会にも広まりつつある。何人かの専門家は、ネパールのエネルギー不足を解消する現実的な方法として、太
陽エネルギーを奨励している。ジャガン・ナトゥ・シュレスタ博士は、こうした傾向の先頭に立っている。彼は、ネ
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パールの最高学術機関の一つであるトリブバン大学の研究員である。ジャガン教授は、世界中を旅し、最新のソーラー
技術とその動向を調査している。彼はネパールの太陽エネルギーの潜在力を信じている。ネパールは、北緯約 30 度
と南緯約 30 度の内側にある「ソーラー・ベルト」の中に位置し、そのため日本やヨーロッパよりもはるかに多くの
太陽熱を得ることができる。ジャガン教授は、都市もまた田舎の例にならい、大規模なソーラー技術を設置すべきだ
と主張している。

Questions
1. (c)  2. Professor Jagan believes in the potential of solar power in Nepal because Nepal is located in the 

“solar belt,” which covers an area roughly 30 degrees north and south of the equator, and therefore 

gets much more heat from the sun than Japan or Europe.

▶ Pre-viewing

1. (b)　　2. (c)　　3. (e)　　4. (f)　　5. (a)　　6. (d)

▶ First Viewing   

 Among developing countries, Nepal is considered one of the poorest nations. The energy 
shortage plaguing the city is even worse in rural areas. The mountain village of Bhatta Gaun, is a six-
hour drive from Kathmandu. First thing in the morning, this child heads to a mountain behind his 
home. He goes there to cut trees for firewood. For many rural households, wood is the only source 
of energy. In Nepal, households depend on firewood for more than 80% of their energy needs. 
Firewood is a necessity for the villagers. But because homes become filled with smoke very quickly, 
the number of deaths from respiratory illnesses is on the rise and causing alarm. Eye disease is also 
becoming more common. Death and disease is* pushing these villagers deeper into poverty.
 Burning wood for fuel is also causing deforestation; forcing the government to regulate 
the harvesting of trees for firewood. Amid such circumstances, biogas, a fuel produced by the 
fermentation of organic matter, is proving to be a better alternative. More than 300,000 small-
scale biogas plants have been built in Nepal, with the government shouldering almost half the 350-
dollar installation cost for each plant. Biogas is becoming popular in rural areas because the only 
ingredients needed to make it are water and cow dung.

　　＊ Notes: is ではなく are が正しい

（試訳）
　途上国の中でも、ネパールは最も貧しい国の一つと考えられている。都市部を悩ませているエネルギー問題は、農
村部ではさらに深刻である。山村のバッタガウンは、カトマンズから車で 6 時間の場所にある。朝一番に子供が向かっ
たのは、家の裏山。そこへ彼は薪の木を切りに行く。田舎の家庭の多くにとって、薪が唯一のエネルギー源である。
ネパールの家庭は、彼らの必要なエネルギーの 80 パーセント以上を薪に頼っている。村人にとって必要不可欠な薪。
しかし、煙がすぐに家の中に充満するため、呼吸器系疾患による死亡数が増加しており、懸念されている。煙に起因
する眼病もまた、ますます頻繁なものになってきている。死と病はこうした村人たちの貧困に拍車をかけている。
　木を燃料にすることはまた、森林破壊を引き起こす。その対策のため、薪の伐採について、政府による規制の動き
が強まっている。こうした状況の中、有機物の発酵作用によって生み出される燃料、バイオガスが、より良い代替エ
ネルギーであることが判明しつつある。これまでに 30 万以上の小規模なバイオガス工場が建てられたが、政府が個々
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の工場の設置費 350 ドルのほぼ半分を肩代わりしている。必要な材料が水と牛の糞だけなので、バイオガスは農村部
でますます人気を集めている。

1. still very poor  2. He cuts down trees.  3. because of severe health problems

 解答のヒント 

1.  Among developing countries, Nepal is considered one of the poorest nations と言っている。

2.  First thing in the morning, this child heads to a mountain behind his home とある。

3.  Death and disease is pushing these villagers deeper into poverty と言っている。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (c)     2. (a)     3. (a)     4. (c)

 解答のヒント 

1.  The mountain village of Bhatta Gaun, is a six-hour drive from Kathmandu とある。

2.  For many rural households, wood is the only source of energy. In Nepal, households depend on 

firewood for more than 80% of their energy needs. Firewood is a necessity for the villagers. と言ってい

る。

3. (b) eye diseases もまたネパールの農村部で流行している病気だが、fatal までには至らない。fatal にまで至

るのは、(a) respiratory diseases である（“the number of deaths from respiratory illnesses” とある）。

4.  because homes become filled with smoke very quickly, the number of deaths from respiratory 

illnesses is on the rise and causing alarm と言っている。

Ⅱ　1. True　　2. False　　3. False

【設問】
1. The energy shortage is worse in rural areas than in urban areas in Nepal.

2. The boy’s home is located on a flat land.

3. Many rural households depend on oil stoves for energy.

 解答のヒント 

1.  The energy shortage plaguing the city is even worse in rural areas と言っている。

2. this child heads to a mountain behind his home とある。

3.  For many rural households, wood is the only source of energy. In Nepal, households depend on 

firewood for more than 80% of their energy needs. Firewood is a necessity for the villagers. と言ってい

る。

▶ Dictation 　2:15 ～

Burning wood for fuel is also causing deforestation; forcing the government to regulate the 
harvesting of trees for firewood. Amid such circumstances, biogas, a fuel produced by the 



65

fermentation of organic matter, is proving to be a 1[better] 2[alternative]. More than 3[300,000] 
small-scale biogas plants have been built in Nepal, with the government shouldering almost 4[half] 
5[the] 6[350]-dollar installation cost for each plant. Biogas is becoming popular in rural areas 
because the only ingredients 7[needed] 8[to] 9[make] it are water and cow dung.

▶Writing 

(Sample Answers)
1.  I think that more and more Japanese companies will expand their businesses in Nepal in 

the future. If Japanese companies hire local people and train them, their labor costs will be 
lower and, as a result, the products will be cheaper. This eventually will enable Japanese 
companies to be more competitive in the global marketplace.

2.  If I have an opportunity, I would like to be involved in a project to develop Nepal’s 
infrastructure. Due to long-lasting political instability, Nepal’s infrastructure is very poor. 
This makes life in the country very uncomfortable for most  of the people. I would try hard 
to improve the lives of the people in Nepal by focusing on energy issues in the country.

3.  I agree that nuclear power plants should be constructed to supply energy in developing 
countries. Some people say that they should not be built because they are extremely 
dangerous. However, I think that benefits nuclear power plants bring in developing 
countries outweigh the drawbacks. Developing countries need economic growth more than 
developed countries. Nuclear power plants would help developing nations achieve this.
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Unit 10　復習テスト

１.　単語テスト

1. fertilizer [　　　　　　　　] 2. subsidy [　　　　　　　　]  3. forefront [　　　　　　　　]

4. equator [　　　　　　　　] 5. fermentation [　　　　　　　　] 

6. 農業 [　　　　　　　　] 7. 抽出する [　　　　　　　　]  8. 成分、材料 [　　　　　　　　]

9. 悩ませる、苦しめる [　　　　　　　　] 10. 代りの、代替の [　　　　　　　　]

２.　True or False

1. Wood is the only source of energy for people living in urban areas in Nepal.

　　　　　□ true □ false

2. The government of Nepal encourages people to cut trees because wood is a very important source of 

energy.

　　　　　□ true □ false

3. The government of Nepal shoulders most of the installation cost for each biogas plant.

　　　　　□ true □ false

３.　Dictation 　0:08 ～

1[　　　　　] 2[　　　　　] countries, Nepal is considered one of the poorest nations. The 3[　　　　　]  
4[　　　　　] plaguing the city is 5[　　　　　] 6[　　　　　] in rural areas. The mountain village of 

Bhatta Gaun, is a six-hour drive from Kathmandu. 7[　　　　　] 8[　　　　　] in the morning, this child 
9[　　　　　] 10[　　　　　] a mountain behind his home. He goes there to cut trees for firewood.
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Unit 10　復習テスト解答

１.　単語テスト
1. 肥料 2. 助成金、補助金　　　3. 最前部、最先端　　　4. 赤道 5. 発酵

6. agriculture　　　7. extract 8. ingredient 9. plague　　　10. alternative

 参照箇所 

1: Reading A  10 行目より　　2: Reading B  2 行目より　　        3: Reading B  6 行目より

4: Reading B  11 行目より　　5: Pre-viewing  選択肢 4 より　　 6: Reading A  1 行目より　　

7: Reading A  9 行目より　　  8: Pre-viewing  選択肢 6 より　　 9: Pre-viewing  選択肢 1 より　　

10: Reading B  1 行目より

２.　True or False

1. False　　2. False　　3. False

 解答のヒント 

1. 薪が唯一のエネルギー源なのは、田舎の多くの家庭にとってである。

2. 木を燃料にすることは森林破壊を引き起こす。そのため政府による規制の動きが強まっている。

3. 政府は個々の工場の設置費 350 ドルのほぼ半分を肩代わりしている。

３.　Dictation 　0:08 ～

1[Among] 2[developing] countries, Nepal is considered one of the poorest nations. The 3[energy] 
4[shortage] plaguing the city is 5[even] 6[worse] in rural areas. The mountain village of Bhatta Gaun, is 

a six-hour drive from Kathmandu. 7[First] 8[thing] in the morning, this child 9[heads] 10[to] a mountain 

behind his home. He goes there to cut trees for firewood.
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Unit 11  East Timor Now: 
Mobile Clinics

▶Warm Up

1.  both are island nations   both are members of the International Olympic Committee*

2.  US dollar*

3.  Because the shape of the island looks like a crocodile.

　　*1.   東ティモールの IOC 加盟は 2003 年。   

　　*2.   Riel はカンボジアの通貨。Baht はタイの通貨。Escudo は旧ポルトガル通貨。

▶ Reading A    

（試訳）
　アイレウ県には、およそ 200 人の保健ボランティアがいる。保健ボランティアは、研修で得た知識を村に帰って妊
婦や乳幼児のいる住民に伝えるという重要な役割を担っている。
　研修に参加した 4 人の保健ボランティアが暮らすラハエ村。県の中心地・アイレウから車で 30 分、240 世帯、お
よそ千人が暮らしている。グイヘルミーアさんは、村長の推薦で、５年前から保健ボランティアをしている。移動健
診の日が近づくと、妊婦や乳幼児のいる家を一軒一軒訪ねて、移動健診への参加を呼びかける。グイヘルミーアさん
が訪ねたのは、アラニア・バリトウさん、妊娠 5 ヶ月である。アラニアさんは、これまで 3 回出産している。いずれ
も、自宅で義理の母の助けを借りて出産を行った。しかし、最初の子どもは、出産後すぐに亡くなってしまった。こ
の地域には、昔から「妊婦は卵を食べてはいけない」という言い伝えがあり、出産前に、妊婦が充分に栄養を取るこ
とができない原因となっている。グイヘルミーアさんは、言い伝えは間違いで、母親にとっても子どもにとってもよ
くないと教えている。

Questions
1. (a)  

2. (a)

▶ Reading B    

（試訳）
　保健ボランティアとしてグイヘルミーアさんは、44 世帯を担当している。彼女は毎月 1 回行われる移動健診に誰
が参加したかを記録している。その中に、半年間も移動健診に来ていない家族があった。移動健診は 3 日後に控え、
グイヘルミーアさんは、その家に向かった。山道を歩くこと 1 時間半。ようやく目指す家についた。妻のアメリアさ
んは 42 歳、夫のアダウンさんは 65 歳。子どもは 8 人いる。アダウンさんの一家は、自宅の周りでコーヒーや野菜
を栽培し、それを売って現金収入を得ている。収入は、多いときで月 20 ドルほど。しかし、そのほとんどは米を買っ
てなくなってしまう。家族が食べているのは、米のほかは、芋やとうもろこしだという。アメリアさんのような妊婦
には充分な栄養が必要だ。子どもたちも、栄養のかたよりが心配される。グイヘルミーアさんは、3 日後の移動健診
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に家族そろって参加するよう夫婦に強く呼びかけた。

Questions
1.  (b)  

2.  (b)

3. coffee and vegetables

▶ Pre-viewing

1. (a)　　2. (c)　　3.(f)　　4.(e)　　5.(b)　　6.(d)

▶ First Viewing   

 At nine AM the following morning, a team of doctors, nurses, and NGO staff members leave the 
Aileu health center and head for the village of Lahae. Thirty minutes later they arrive. Today, the 
mobile clinic is set up inside a roadside home. The clinic is due to open at ten. Pregnant women and 
mothers with children begin to gather. Guihermiuha prepares the tools she’ll use for her seminar. 
More than 100 people show up, but the Dere family hasn’t arrived yet. Eventually, they appear. The 
couple bring their four little children down the mountainside. It took them two-and-a-half hours 
to reach the clinic, twice as long as usual because they’re travelling as a group. When the family 
arrive,* Inacio notices them right away.
	 Guihermiuha then talks about a well-balanced diet. She stresses the importance of maintaining 
a good balance of the three key nutrients. One pregnant woman is shown how to incorporate 
nutrition into her daily cooking and is asked to come up with her own menu. She thinks up a meal 
consisting of fish, corn and some greens. This recipe is balanced in all three food groups.
 Following the seminars, the check-ups begin. Children’s body weights are measured for signs 
of malnutrition. The Dere children receive their examinations. The youngest child is slightly 
underweight but not enough to require medical attention. The midwife takes a look at the mother, 
Amelia. The midwife warns her about the risks of giving birth at home and suggests she has her 
child at the health center.

*「When the family arrives」も可だが、ここでは家族を構成する一人ひとりを別々にとらえているため
複数扱いになっている。

（試訳）
　翌朝 9 時、アイレウ市の保健センターでは、医療スタッフと NGO のスタッフが車に乗り込み、ラハエ村にむけて
出発した。30分ほどでラハエ村に到着。この日の移動健診は、道路沿いの民家を借りて行われた。開始予定は午前10時。
子どもを連れた母親や妊婦が集まってきた。保健ボラティアのグイヘルミーアさんも、説明に使う道具の準備を進め
る。100 人を越える住民が集まったが、アダウンさん一家の姿はない。遂に、裏山を降りてくる家族の姿が見えた。
足元が悪い斜面を小さい子ども 4 人を連れて、降りてくる。会場に近づくと、すぐにイナシオさんが気づいた。
　次に、グイヘルミーアさんが食事の栄養バランスについて説明する。3 つの栄養素をバランスよく取ることの大切
さを強調する。説明の後、グイヘルミーアさんは、ある妊娠中の女性に、必要な栄養素が含まれる献立を考えるよう
に促した。彼女が考えた献立は、魚、とうもろこし、青菜を使ったもので、栄養素のバランスが取れたメニューだった。
続いて、健診が始まった。子どもたちの体重などを測定し、栄養失調の子どもがいないかチェックする。アダウンさ



70

ん一家の子どもたちも健診を受けた。一番下の子は体重が少なめだったが、問題とされる数値ではなかった。妻のア
メリアさんは、助産師の健診を受けた。助産師は、これまで家で一人で出産してきたアメリアさんにその危険性を説
明し、保健センターで出産するよう促した。

1. to open a mobile clinic

2. 6

3. a parasol

 解答のヒント 

1.  Today, the mobile clinic is set up inside a roadside home. と述べられている。

2.  Reading B で子どもが８人いると書かれているが、The couple bring their four little children down the 

mountainside. と述べられており、子どもを全員連れてきたわけではない事が分かる。

3.  日傘を手にしている女性が登場している。

▶ Second Viewing   

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

 解答のヒント 

1. Guihermiuha then talks about a well-balanced diet. と述べられている。

3. She thinks up a meal consisting of fish, corn and some greens. と述べられている。

4.  Children’s body weights are measured for signs of malnutrition. と述べられている。

Ⅱ　1. False       2. False       3. False

【設問】
1.  Amelia thinks up a well-balanced recipe.

2.  Dere’s youngest child is seriously underweight.

3.  Amelia was given advice to deliver baby at home.

 解答のヒント 

1.  One pregnant woman is shown how to incorporate nutrition into her daily cooking and is asked to 

come up with her own menu. と述べられている。Amelia ではない。  

2.  The youngest child is slightly underweight but not enough to require medical attention. と述べられて

いる。   

3.  The midwife warns her about the risks of giving birth at home and suggests she has her child at the 

health center. と述べられている。

▶ Dictation     2:40 ～

 Following the seminars, the check-ups begin. Children’s body weights are measured 1[for] 
2[signs] 3[of] malnutrition. The Dere children receive their examinations. The youngest child is 
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slightly underweight but 4[not] 5[enough] to require medical attention. The midwife takes a look 
at the mother, Amelia. The midwife warns her about the risks of giving birth 6[at] 7[home] and 
8[suggests] she has her child at the health center.

▶Writing

(Sample Answers)
1. - Yes. I have three meals every day. For example, yesterday, I had bread and yogurt for 

breakfast; chicken curry and rice with salad for lunch. For dinner, I had grilled fish, 
vegetable soup, green salad, and some noodles.

  - No. I always skip breakfast. I usually eat some rice balls for lunch and some instant 
noodles for dinner.

2.  Women can give birth in a more comfortable setting. They do not have to change rooms for 
their childbirth. They are not at risk of giving birth outside or without medical assistance. 
After childbirth, mothers can stay with their newborn children.

3.  In Japan, there are many superstitions. For example, if you get injured in a cemetery, 
you will never recover. I do not believe it, but I think this has another meaning. The 
superstition, which is often used for children, means that they must not play around in a 
cemetery.
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Unit 11　復習テスト

１. 単語テスト

1. crucial [　　　　　　　　] 2. respective [　　　　　　　　] 3. be in charge of ～ [　　　　　　　　]

4. nutrition [　　　　　　　　] 5. diet  [　　　　　　　　]

6. 世帯 [　　　　　　　　] 7. 促す [　　　　　　　　] 8. 通説、俗説 [　　　　　　　　]

9. 断言する、保証する [　　　　　　　　] 10. 不充分な [　　　　　　　　]

２. True or False

1. It takes about 30 minutes from the Aileu health center to the village of Lahae by car.

　　　　　□ true □ false

2. The mobile clinic is always set up inside a special house.

　　　　　□ true □ false

3. When the Dere family arrive, it is Guihermiuha who notices them first.

　　　　　□ true □ false

３. Dictation 　0:03 ～

At nine AM the following morning, a team of doctors, nurses, and NGO staff members leave the Aileu 

health center and head for the village of Lahae. Thirty minutes later they arrive. Today, the mobile 

clinic is set up 1[　　　　　] 2[　　　　　] 3[　　　　　] 4[　　　　　]. The clinic is due to open at 

ten. Pregnant women and mothers with children begin to gather. Guihermiuha prepares the tools  
5[　　　　　] 6[　　　　　] for her seminar. More than 100 people show up, but the Dere family hasn’

t arrived yet. Eventually, they appear. The 7[　　　　　] bring their four little children down the 

mountainside. It took them two-and-a-half hours to reach the clinic, twice as long as usual because they’

re travelling 8[　　　　　] 9[　　　　　] 10[　　　　　]. When the family arrive, Inacio notices them right 

away.
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Unit 11　復習テスト解答

１. 単語テスト

1. 極めて重要な、決定的な　2. それぞれの、各自の　　3.  ～を担当して　　　4. 栄養摂取　　　5. 食事

6. household 7. encourage 8. myth 9. assure 10. insufficient

 参照箇所 

1: Reading A  第 1 段落 2 行目より　　  2: Reading A  第 1 段落 3 行目より　　

3: Reading B  第 1 段落 1 行目より　　  4: Reading B  第 1 段落 10 行目より　　

5: Reading B  第 1 段落 11 行目より　　6: Reading A  第 1 段落 5 行目より　　

7: Reading A  第 1 段落 7 行目より　　  8: Reading A  第 1 段落 11 行目より　　

9: Reading A  第 1 段落 13 行目より　　10: Reading B  第 1 段落 10 行目より

２. True or False

1. True　　2. False　　3. False

 解答のヒント 

1. 朝９時に出て、30 分後に到着したと述べられている。

2. この日の移動健診は道路沿いの民家を借りて行われた。特別な家を使用したわけではない。

3. アダウンさん一家に最初に気付いたのはイナシオさんである。

３. Dictation 　0:03 ～

At nine AM the following morning, a team of doctors, nurses, and NGO staff members leave the Aileu 

health center and head for the village of Lahae. Thirty minutes later they arrive. Today, the mobile 

clinic is set up 1[inside] 2[a] 3[roadside] 4[home]. The clinic is due to open at ten. Pregnant women and 

mothers with children begin to gather. Guihermiuha prepares the tools 5[she’ll] 6[use] for her seminar. 

More than 100 people show up, but the Dere family hasn’t arrived yet. Eventually, they appear. The 
7[couple] bring their four little children down the mountainside. It took them two-and-a-half hours to 

reach the clinic, twice as long as usual because they’re travelling 8[as] 9[a] 10[group]. When the family 

arrive, Inacio notices them right away.



74

Unit 12  Born This Way in Thailand: 
Professional Transgender Women

▶Warm Up

1.  boxing*

2.  Myanmar and Malaysia

3.  Lese majesty (respect for the King / respect for the royal family) , tropical fruits, boxing, etc.*

　　*1.   ムエタイ（タイ式ボクシング）はタイの伝統的、かつ人気のあるスポーツで、国技にも指定されている。

　　*3.   タイでは一般的に国王に対する尊敬の念が非常に強く、国王を侮辱するような言動があった場合、不敬
罪（lese majesty）に問われ、逮捕されることも少なくない。

▶ Reading A    

（試訳）
　現在、タイのトランスジェンダー・ウーマンは、様々な分野で前進している。33 歳のヨラダ・スアニヨットは、
宝石を扱う会社を経営し、成功している。この企業家は、以前は、タイのトランスジェンダー・ウーマン美人コン
テストの優勝者である。ヨラダは、自身のテレビ通販のチャンネルを持ち、時々会社の商品を宣伝し販売するために
ショーに出演している。会社はオンライン上に存在するだけだが、売上げは通販チャンネルだけで急激に上昇してい
る。
　ヨラダは女性のような気持ちは非常に幼い頃からあったと言う。女性らしい行動様式やふるまいは、彼女にとって
常にごく自然のことであった。家族の期待に沿うためにあらゆることをしたが、内面の感情を否定することはできな
かったとヨラダは言う。徐々にヨラダの父親と兄は彼女の気持ちを理解し始め、ついに彼女がトランスジェンダー・
ウーマンとして生きていくことを認めた。両親の同意を得て、16 歳の時にヨラダは性転換手術を受け、ついに女性
となった。

Questions
1. (c)　　

2. (c)　　

3. (c)

▶ Reading B    

（試訳）
　2 年前、ヨラダはタイで最初のトランスジェンダーの組織をたちあげた。タイのトランスフィメール協会は、性転
換手術を受けた人々の権利獲得を目指している。協会の会員数は、創立時の 500 人から 2,000 人以上にまで増加した。
副会長のピタチャヤ・ウォンアヌソンは、政府が発行する身分証明書は、いまだ彼らが法的に守られていないことを
示していると言う。ピタチャヤの身分証明書には、今なお Mr という敬称の称号が見える。タイでは、性転換手術を
受けた人々でも、法的には自分の性を変えることはできないのだ。このことはトランスジェンダー・ウーマンに様々
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な問題を引き起こすとピタチャヤは言う。
　今年の 5 月、ヨラダは、地域に貢献する機会を求め、またトランスジェンダー・ウーマンの権利促進を目指して、
ナン州の議会議員選挙に立候補した。ヨラダは他の 3 人の候補者と戦ったが、そのうちの一人は元市長であった。選
挙運動の間、ヨラダは観光業の促進を援助することと、地元の経済を活性化させることを約束した。ヨラダは、次点
の候補者を 150 票という僅差で降し、その選挙に勝利した。

Questions
1. (c)  

2. Yollada promised to help develop tourism and boost the local economy.

▶ Pre-viewing

1. (e)　　2. (c)　　3. (a)　　4. (f)　　5. (b)　　6. (d)

▶ First Viewing   

 Hiring transgender women is a growing trend among companies in Thailand. P.C. Air, a Thai 
airline company, announced last year that it would hire transgender women as flight attendants. 
The advertisement specified that men and women, including transgender women were eligible 
to apply. Founded in 2010, PC Air became the first Thai airline to take the bold step of employing 
transgender women as flight attendants. After a lengthy process and many interviews, three were 
eventually hired. Transgender flight attendants are a hot topic in Thailand. At Bangkok International 
Airport where P.C. Air is based, passengers are looking forward to meeting them. One of the three 
transgender flight attendants, who were hired, is Nathatai Sukkaset, whose nickname is Lan. Lan 
had dreams of becoming a flight attendant from a very young age.
 Lan was born as the eldest of three boys to a father who was in the military and a mother who 
was a lawyer. In the strict household, Lan pretended to act like a boy, always concealing any true 
feelings. In university, Lan revealed for the first time the desire to live as a woman. This came as 
a shock to Lan’s parents. Lan continued efforts to win their understanding, and finally had a sex-
change operation last year.
 P.C. Air has been increasing its workforce of transgender flight attendants. This year, the 
company took on two more. The two are now in the middle of an intensive three-month training 
course. As an experienced crewmember, Lan helps train the new recruits. During the course, 
trainees learn about in-flight equipment, passenger services and what to do in case of emergencies*. 
Six months after becoming one of the first transgender women ever to work as a flight attendant 
in Thailand, Lan has developed a new sense of responsibility and self-awareness. Lan feels a duty 
to always give 100% to set an example for all transgender women so that one day they can be fully 
accepted by society.

　　＊ Notes: 単数形の emergency の方が自然

（試訳）
　トランスジェンダー・ウーマンを雇うことは、タイの企業で人気になりつつある。タイの航空会社 P.C. エアは、昨
年、客室乗務員としてトランスジェンダー・ウーマンを採用すると発表した。その募集案内には、女性や男性とともに、
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トランスジェンダー・ウーマンにも応募資格があることが記されている。2010 年に設立された P.C. エアは、トラン
スジェンダー・ウーマンを客室乗務員として採用した最初のタイの航空会社となった。長い手順と多くの面接を経て、
最終的に 3 人の客室乗務員が採用された。タイでは、トランスジェンダー・ウーマンの客室乗務員が話題となっている。
P.C. エアが拠点を置くバンコク国際空港では、乗客たちが彼女たちに会うのを楽しみにしている。雇われた 3 人のト
ランスジェンダー・ウーマンの客室乗務員のうちの 1 人、ナッハタイ・スッカセットは、ニックネームはランという。
ランは、非常に若い時から、客室乗務員になるのが夢だった。
　ランは、父親は軍人で、母親は弁護士という家庭の 3 人兄弟の長男として生まれた。厳格な家庭で育ったランは、
少年のようにふるまい、常に自分の本当の気持ちを隠してきた。しかし大学生のとき、はじめて女性として生きたい
という望みを打ち明けた。彼女の両親にとってはショックだったが、両親に理解してもらえるよう努力を続け、つい
に昨年、性転換手術を受けた。
　P.C. エアは、トランスジェンダー・ウーマンの客室乗務員を増やしている。今年もさらに 2 人を採用した。2 人は今、
3 か月の集中トレーニングコースを受けている最中である。経験を積んだ乗組員として、ランは新しい乗務員の訓練
を手伝っている。この期間中、訓練生は、機内の装備や乗客へのサービス、緊急時の対応などを学ぶ。タイで客室乗
務員として働く最初のトランスジェンダー・ウーマンとなってから 6 か月後、ランは新しい責任感と自覚を培いつつ
ある。ランは、いつの日かトランスジェンダー・ウーマンがタイの社会で完全に認められるために、全てのトランスジェ
ンダー・ウーマンの模範としてベストを尽くす義務を感じている。

1.  in 2010  

2.  It was the first Thai airline to hire transgender women as flight attendants.  

3.  the employment of transgender flight attendants

 解答のヒント 

1.  Founded in 2010 とある。

2.  PC Air became the first Thai airline to take the bold step of employing transgender women as flight 

attendants とある。

3.  Transgender flight attendants are a hot topic in Thailand とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (b)　　2. (c)　　3. (a)　　4. (c)

 解答のヒント 

1.  At Bangkok International Airport where P.C. Air is based, passengers are looking forward to meeting 

them とある。

2.  Lan had dreams of becoming a flight attendant from a very young age とある。

3.  Lan was born as the eldest of three boys to a father who was in the military and a mother who was a 

lawyer とある。

4.  In university, Lan revealed for the first time the desire to live as a woman とある。

Ⅱ　1. False　　2. False　　3. True
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【設問】
1.  Nathatai Sukkaset is Lan’s nickname.

2.  Lan was born as the eldest of four boys.

3.  Lan underwent sex reassignment surgery last year.

 解答のヒント 

1.  Nathatai Sukkaset は本名で、Lan がニックネーム。

2.  four boys ではなく、three boys が正しい。

3.  Lan continued efforts to win their understanding, and finally had a sex-change operation last year と

ある。

▶ Dictation 　2:22 ～

 P.C. Air has been increasing its workforce of transgender flight attendants. This year, the 
company 1[took] 2[on] two more. The two are now in the middle of an intensive three-month 
training course. As an experienced crewmember, Lan 3[helps] 4[train] the new recruits. During 
the course, trainees learn about in-flight equipment, passenger services and what to do in case of 
emergencies. Six months after becoming one of the first transgender women 5[ever] 6[to] 7[work] as 
a flight attendant in Thailand, Lan has developed a new sense of responsibility and self-awareness. 
Lan feels a duty to always give 100% to set an example for all transgender women so that one day 
they can be 8[fully] 9[accepted] by society.

▶Writing 

(Sample Answers)
1.  Transgender women should be considered as women legally. I think that most of the 

people who had a sex-change operation want to be accepted as women legally. Having 
a sex-change operation makes little sense if a person’s new gender is not recognized by 
society.

2.  I think that transgender women should be promoted in employment. In today’s society, 
as our values are becoming increasingly diverse, the perspectives offered by transgender 
women, which are different from those of men and women, are valuable. These 
perspectives would help companies to rethink old practices and be always open to new 
business challenges.

3.  I think that the Japanese government should invest more money to promote sightseeing 
spots in Japan to overseas tourists. The tourism industry is not very well developed in Japan 
now. However, as the Japanese manufacturing sector faces various problems, the tourism 
industry offers great potential for many local areas. That’s why the Japanese government 
should increase investment in the promotion of sights and try to attract more tourists from 
around the world.
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Unit 12　復習テスト

１.　単語テスト

1. surge [　　　　　　　　] 2. pledge [　　　　　　　　] 3. intensive [　　　　　　　　]

4. entrepreneur [　　　　　　　　] 5. provincial [　　　　　　　　]

6. 発行する [　　　　　　　　] 7. 保護する [　　　　　　　　] 8. ふりをする [　　　　　　　　]

9. 押し上げる、（景気など）を回復する [　　　　　　　　] 10. 資格のある [　　　　　　　　]

２.　True or False

1. P.C. Air announced that it would hire transgender women as flight attendants this year.

　　　　　□ true □ false

2. It did not take so much time before three transgender women were hired as flight attendants.

　　　　　□ true □ false

3. Bangkok International Airport is where P.C. Air is based.

　　　　　□ true □ false

３.　Dictation 　1:41 ～

Lan was born as the eldest of three boys to a father who was 1[　　　　　] 2[　　　　　] 3[　　　　　] 

and a mother who was a lawyer. In the 4[　　　　　] 5[　　　　　], Lan 6[　　　　　] 7[　　　　　] act 

like a boy, always concealing any true feelings. In university, Lan 8[　　　　　] for the first time the 

desire to live as a woman. This came as a shock to Lan’s parents. Lan  9[　　　　　] 10[　　　　　] to win 

their understanding, and finally had a sex-change operation last year.
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Unit12　復習テスト解答

１.　単語テスト

1. 急に上昇する　　　2. 誓う 3. 集中的な　　　　4. 企業家　　　　5. 州の

6. issue 7. protect　　　8. pretend 9. boost 10. eligible

 参照箇所 

1: Reading A  6 行目より　　2: Reading B  13 行目より　　     3: Pre-viewing  選択肢 6 より　　

4: Reading A  2 行目より　　5: Reading B  10 行目より　　     6: Reading B  5 行目より　　

7: Reading B  6 行目より　　8: Pre-viewing  選択肢 4 より　　9: Reading B  14 行目より　　

10: Pre-viewing  選択肢 3 より

２.　True or False

1. False　　2. False　　3. True

 解答のヒント 

1.  P.C. エアが客室乗務員としてトランスジェンダー・ウーマンを採用すると発表したのは今年ではなく、昨年。

2.  After a lengthy process and many interviews, three were eventually hired と言っている。

3.  At Bangkok International Airport where P.C. Air is based, passengers are looking forward to meeting 

them とある。

３.　Dictation 　1:41 ～

Lan was born as the eldest of three boys to a father who was 1[in] 2[the] 3[military] and a mother who 

was a lawyer. In the 4[strict] 5[household], Lan 6[pretended] 7[to] act like a boy, always concealing any 

true feelings. In university, Lan 8[revealed] for the first time the desire to live as a woman. This came as 

a shock to Lan’s parents. Lan 9[continued] 10[efforts] to win their understanding, and finally had a sex-

change operation last year.
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Unit 13  Gawad Kalinga Project in the Philippines: 
Supporting New Life

▶Warm Up

1. around 7000islands (7100 以上もの島から成り立っている )

2. an influx of farmers from outlying areas （農村部から仕事を求めて都市部へと流入した人々が就業率は低く

スラムに暮らす人々の増加を招いている。）

3. （解答例）

 ①  I think that health services should be offered to the people living in the slums, because not only 

adults but also vulnerable children are suffering from poor sanitary conditions. 

 ②  I think that finding employment would be the top priority for the people living in the slums, 

because it would enable them to move up the social ladder, have better food and housing, and 

provide education for their children.

▶ Reading A    

（試訳）
　今や世界中でガワッドカリンガは一つの世帯の名前となっている。この NGO はカナダ、オーストラリア、アメリカ、
そしてアジアの先進国を含む多くの国々にパートナーを持っている。これらの国々の人々は貧困を克服するために共
に力を合わせる必要性を認識している。彼らはガワッドカリンガの努力を援助するために個人的な時間と資金を寄与
している。様々な取り組みを通して世界中からたくさんのボランティアが、貧しい人々の生活をよりよくするために、
専門的な技術と知識を活用している。さらに現在 500 以上もの法人のスポンサーもカワッドカリンガに援助を行って
いる。世界的な大会社のいくつかも援助の手を差し伸べている。資金援助を提供しているスポンサーの名はガワッド
カリンガの村中に表示されている。日本の企業も数社が資金を提供している。そのうちの一つは事務機器メーカの富
士ゼロックス社である。法人スポンサーはときに資金以外のものも提供する。コンピューターやその他の機器がこの
村に寄付された。コンピューターは子どもたちを教育するためや若者が職を探すためにインターネットカフェに設置
されるのである。

Questions 
1. (c) 

2. (a)

▶ Reading B    

（試訳）
　ガワッドカリンガは住人が村に移住したあとも、かれらが貧困から抜け出すことを助ける努力を続けている。ガワッ
ドカリンガは主婦たちに仕事を見つけるための無料職業訓練を提供している。この訓練は通常ガワッドカリンガの集
会場の一つで行われる。住人は鞄の作り方を学ぶことができる。それらはコストを下げるために、ほとんどが一般的
なリサイクル原料で作られる。完成品はガワッドカリンガと他の NGO との連帯活動を通じて販売される。職業訓練
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なしで住人が仕事を得ることは難しい。しかし多くの住人が熱意を示すとは限らない。村の指導者的地位を務める、
一人の住人、カシアーノ・ガリード氏は住人をさらに意欲的にさせることを引き受けた。彼の努力のおかげで、職業
訓練の機会への関心が住人の間で高まった。
　このような進歩を目にするとき、カシアーノ氏はガワットカリンガの重要性と発展の可能性を実感するのである。
フィリピンにおけるガワッドカリンガの活動は、確かにスラムの住人達を貧困から脱出させ、新しい生活へと導くこ
とに貢献している。

Questions 
1. (b) 

2. (a) 

3. (Sample Answer) As acquiring professional skills for a job would result in greater opportunities to 

have a stable income, you should invest time and energy in training rather than complain about your 

situation. 

▶ Pre-viewing 
1. (d)　　2. (e)　　3. (a)　　4. (c)　　5. (b)

▶ First Viewing   

 This Gawad Kalinga village is located southeast of greater Manila. Construction began three 
years ago, and 48 families are scheduled to move into three complexes. This area used to be a slum 
but the city government purchased the land in order for Gawad Kalinga to open a village. Future 
residents help with building the village. Each family has to engage in more than 1,250 hours of 
work alongside professional builders. This is intended to have residents feel a strong connection 
with their homes.
 37 year old Sanny Osorio is looking forward to moving into one of the homes with his wife and 
five children. The homes are handed over to the new residents as soon as the exterior is completed. 
Residents are responsible for finishing the interior themselves. Sanny currently lives in this shack 
right next to the village. Several families live on both sides of the narrow street. The seven members 
of Sanny’s family share this crammed space.  They’ve only ever lived in slums like this. Sanny had 
previously worked at a factory for 10 years but was unable to pull the family out of poverty on his 
limited income.
 On the eagerly awaited day of the move, the entire family is there to help out. They begin by 
cleaning up leftover concrete dust. The family’s side of the housing complex still has no electricity. 
So Sanny extends a cable to get power from the next building. The family’s first ever decent home is 
all set to live in. 
 “Our dream has finally come true. How long has it been?”
 Now that he’s out of the slums and into his new home, Sanny feels inspired to dream bigger.
 “I want to study at the national technician’s school, and become a professional electrician.” 

（試訳）
　このガワッドカリンガの村はマニラの南東に位置する。建設は３年前に始まった、そして４８世帯が３つの建物に
移り住む予定だ。ここは以前、スラム地区だったが、この土地でガワッドカリンガが村を開けるように、市政府が買
い上げたのだった。未来の住人たちは村の建設を手助けする。それぞれの家族は本職の大工とともに 1250 時間以上
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作業に関わらなくてはならない。これは住人達に自分の家との強い結びつきを感じるようにさせることを意図してい
る。
　37 歳のサニー・オソリオ氏は妻と５人の子供たちと一緒にこの家の一つに移り住むことを楽しみにしている。家
は外装が仕上がるとすぐに新しい住人に引き渡される。住人には自分たちで内装を完成する責任がある。サニー氏は
今のところ村に隣接するこの小屋に住んでいる。狭い道の両側に幾つかの家族が住んでいる。サニー家の７人がこの
狭い場所を共有している。彼らはこれまでこのようなスラム街でのみ生活してきた。サニー氏は工場で以前１０年以
上勤務していたが、限られた収入では家族が貧困から抜け出すことはできなかった。
　待ち望んでいた引越しの日、家族全員で助け合おうと部屋にやってきた。残ったコンクリートの塵を掃除すること
から始めた。この住宅団地のこの家族の側には電気がまだない。そこでサニー氏は隣の建物から電気を引くためにケー
ブルを伸ばした。家族の初めてのきちんとした家が住める状態になった。
　「私たちの夢がやっとかなった。どんなに長かったことだろうか。」
　オソリオ氏はスラムから新しい家へと脱出したので、さらに大きな夢を持とうと感じている。
　「国の技術者訓練所で学び、専門の電気技師になりたいのです。」

1. southeast of Manila  

2. 1250hours   

3. 7

 解答のヒント 

1. This Gawad Kalinga village is located southeast of greater Manila. とある。

2. Each family has to engage in more than 1,250 hours of work alongside professional builders. とある。

3. The seven members of Sanny’s family share this crammed space. とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (c)　　2. (b)　　3. (a)　　4. (c)

 解答のヒント 

1. Construction began three years ago, and 48 families are scheduled to move into three complexes. とあ

る。

2. This is intended to have residents feel a strong connection with their homes. とある。

3. The homes are handed over to the new residents as soon as the exterior is completed. とある。

4. Sanny currently lives in this shack right next to the village. とある。

Ⅱ　1. True　　2. False　　3. True

【設問】
1.  The city government bought land for Gawad Kalinga to construct homes.

2.  Now Sanny has no neighbors living near him.

3.  Sanny Osorio is excited about moving into a new home.
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 解答のヒント 

1.  This area used to be a slum but the city government purchased the land in order for Gawad Kalinga 

to open a village. とある。

2.  Several families live on both sides of the narrow street. とあるので、隣人はいることになる。

3.  Sanny 氏の発言に “Our dream has finally come true. How long has it been?” とある。

  

▶ Dictation 　2:07 ～

 On the 1[eagerly] 2[awaited] day of the move, the entire family is there to help out. They begin 
by 3[cleaning] 4[up] leftover concrete dust. The family’s side of the housing complex still has no 
electricity. So Sanny extends a cable to get power from the next building. The family’s 5[first] 
6[ever] 7[decent] home is all set to live in. 
 “Our dream has finally come true. How long has it been?”
Now that he’s out of the slums and into his new home, Sanny 8[feels] 9[inspired] 10[to] dream 
bigger.
 “I want to study at the national technician’s school, and become a professional electrician.” 

▶Writing　

(Sample Answers)
1.  I think that the government should encourage slum dwellers to take job training. If they 

can acquire practical technical skills, their job opportunities will increase. If they can get a 
stable income, they will get out of poverty.

2.  Companies can offer not only funding and products but also share technical skills that they 
have. They can also provide human talent to help poor people acquire skills. Furthermore, 
they can offer job opportunities to people who possess such skills.

3.  I think that many residents tend to feel discouraged because of their past  experience as 
slum dwellers. They may also think that taking job training will not always lead directly 
to a better job. Mothers with small children cannot join such training programs easily, 
because they need someone to take care of their kids. 
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Unit13　復習テスト

１. 単語テスト
1.utilize [　　　　　　　　]  2. enthusiasm [　　　　　　　　] 3. install [　　　　　　　　]

4.motivate [　　　　　　　　]  5.alongside [　　　　　　　　]

6. 法人の [　　　　　　　　]  7. 資金 [　　　　　　　　] 8. 財政上の [　　　　　　　　]

9. 潜在能力 [　　　　　　　　] 10. ～を奮起させる [　　　　　　　　]

２. True or False

1. Before this Gawad Kalinga village was built, this place use to be a slum. 

　　　　　□ true □ false

2. Gawad Kalinga wants residents to feel a strong connection with their homes.

　　　　　□ true □ false

3. Sanny Osorio has been working at factory for two years.

　　　　　□ true □ false

３. Dictation 　0:04 ～

This Gawad Kalinga village 1[　　　　　] 2[　　　　　] southeast of greater Manila. Construction began 

three years ago, and 48 families are scheduled to move into 3[　　　　　] 4[　　　　　] . This area used 

to be a slum but the city government 5[　　　　　] the land in order for Gawad Kalinga to open a village. 

Future residents 6[　　　　　] 7[　　　　　] building the village. Each family has to engage in more than 
8[　　　　　] hours of work 9[　　　　　] professional builders. This is intended to have residents feel a 

strong 10[　　　　　] with their homes.
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Unit 13　復習テスト解答

１. 単語テスト

1. 使用する 2. 熱意 3. 据え付ける 4. ～する動機を与える　　　5. ～と一緒に

6.corporate　　　7. funding[fund]　　　8. financial　　　9.potential 10.inspire

 参照箇所 

1. Reading A  6 行目より　　    2. Reading B  8 行目より　　        3. Reading A  14 行目より

4. Reading B  9 行目より　　    5. Pre-viewing  選択肢 1 より　　 6. Reading A  12 行目より

7. Reading A  13 行目より　　 8. Reading A  10 行目より　　       9. Reading B  13 行目より　　

10. Pre-viewing  選択肢 5 より

２. True or False

1. True　　　2. True　　　3. False

 解答のヒント 

1. 以前スラムだった場所を政府が買い取り Gawad Kalinga が村を建設した。

2. Gawad Kalinga は家に対する愛着を持ってもらいたので、内装を住人に担当させている。  

3. オソリオ氏は工場に 10 年以上勤務している。

３. Dictation 　0:04 ～

This Gawad Kalinga village 1[is] 2[located] southeast of greater Manila. Construction began three years 

ago, and 48 families are scheduled to move into 3[three] 4[complexes]. This area used to be a slum but 

the city government 5[purchased] the land in order for Gawad Kalinga to open a village. Future residents 
6[help] 7[with] building the village. Each family has to engage in more than 8[1,250] hours of work 
9[alongside] professional builders. This is intended to have residents feel a strong 10[connection] with 

their homes.
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Unit 14  Vietnam’s Cultural Revival: 
Preserving Cultural Assets

▶Warm Up

1. Hanoi 

2. coffee /monsoons

 （ベトナムコーヒーは深入り豆をフランス式のフィルターで抽出し、コンデンスミルクをたして飲むのが一般

的である）

 （南西モンスーンと北東モンスーンがあり、前者はベトナム南部に 4 ～ 10 月頃、後者はベトナム北部に 10 月

～ 3 月頃に雨をもたらす）

3. （解答例）

 Vietnam and Japan have many things in common. For example our main food is rice and we use 

chopsticks. We both use Chinese characters in our writing systems. Also most of the Vietnamese are 

Buddhists, just like the Japanese are. 

.

▶ Reading A    

（試訳）
　ホイアンは 2000 年の歴史を持つ、ベトナム中部の古い町である。16、17 世紀にはこの町は主要な国際的な港で、
中国やインドシナの影響が町の古い地区には未だに顕著である。1999 年には 300 年以上に遡る古風で趣のある建物
がユネスコの世界遺産の地位を授与された。このエリアは以来観光事業の劇的な隆盛を経験し、絵のよう美しい中国
風の家はカフェ、レストラン、店舗へと改装されてきた。ホイアン政府は未来のために伝統的な建築物を保存しよう
としている。これらの家々は歴史的な遺物としてだけではなく、何世代にも渡って、家族がそこで生活してきている
ために意義深いのである。トラン・バン・サンはこの世帯の４代目の家長である。改築はゆっくりと入念に行われる。
これは非常に費用のかかる計画であり、その地域を守ることはトランと他の住人たちによって大きな難題となってき
ている。

Questions 
1. (a)

2. (c)

3.(c)

▶ Reading B    

（試訳）
　海外の投資家や機関との提携してベトナムは文化遺産を保存しようと試みている。何年にも渡る放置と、現在進行
している経済的困難を考えると簡単には進まない。しかしながら、古い習慣、芸術、技術と収益をもたらすビジネス
事業を結びつけることでベトナムの伝統を復興させるために取り組みが行われている。ハノイにある、あるホテルが
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一例である。世界中からやってくる訪問者にアオザイと呼ばれる伝統的なベトナムの女性の衣装を披露することを目
的としている。この民族衣装は何百年も存在しているが、一般的には結婚式やその他の正式な行事で着用される。ア
オザイの色は女性の状況を表している。白のアオザイは主に若い女性や女子学生に着用される。パステルカラーのア
オザイは未婚の女性に着用される。過去１０年で、アオザイは観光業を含む数多くの職業でユニフォームのひとつの
選択としてだんだんと導入されてきている。これはベトナムの伝統的衣装を海外からの訪問者に披露する一つの方法
である。

Questions 
1. (c)

2. (c)

▶ Pre-viewing 

1. (b)　　2. (e)　　3. (a)　　4. (f)　　5. (c)　　6. (d)

▶ First Viewing   

 Hoi An suffers floods each year in the fall. At times, entire ground floors can be inundated. On 
this day, a supervisor from the Hoi An Centre of Cultural Heritage Preservation and Management 
visited Sung, who sought their help for repairs. The supervisor checks each spot that needs to be 
repaired. The official also checks areas where homeowners have made their own renovations. Sung 
put up a plastic wall here to make another room. With the cooperation of the government and 
regular visits such as this, traditional homes are surviving. 
 There is another cultural asset in Hoi-An that the government is trying to preserve. Bai Choi 
is a game that the locals have been playing for centuries. The MC randomly picks a card. He then 
creates an impromptu song incorporating words that are written on the card. A player wins if the 
songs contain any of the words written on their wooden boards. Bai Choi is more than just a game. 
The lyrics to the songs are what make it really worth preserving.
 Meanwhile, several hundred miles away in the capital Hanoi, businesses are attracting tourists as 
the country gains international attention for its cultural heritage sites. Halong Bay in the north, the 
Imperial Citadel of Thang Long and the Ho Dynasty Citadel were all recently recognized as World 
Cultural Heritage Sites. Vu Thi Thuy Van is general manager of a real estate company in Hanoi. 
She foresees business opportunities. Van’s company is building a 19-story four-star hotel in central 
Hanoi, scheduled to open this summer. She joined forces with a Japanese company in the hope of 
offering high standard Japanese-style services. She hopes to attract foreign tourists to the hotel’s 
138 rooms, spas and indoor swimming pools. Teruaki Hozumi is president of the Japanese company 
in charge of hotel management. He sees the importance of showcasing Vietnamese culture at 
the hotel. The Vietnamese staff suggests incorporating ao dai, the traditional dress of Vietnam. 
Incorporating traditional customs in tourism services is another way of preserving Vietnamese 
culture. 

（試訳）
　ホイアンは毎年秋に洪水の被害を受ける。時々、一階部分が完全に水浸しになることもある。この日ホイアン文化
遺産保護管理センターから管理者が、修理の援助を求めていたサン氏を訪問した。管理者は修繕が必要な箇所を確認
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する。職員は家主が自分で行った改築部分も確認する。サン氏はもう一部屋作るためにここにプラスチックの壁を立
てた。政府の協力とこのような定期的な訪問のおかげで伝統的な家は存続し続けているのである。
　ホイアンには政府が保存を試みている別の文化財がある。バイ・チョイは地元の人々が何世紀にもの間行ってきた
ゲームである。司会者は無作為にカードを選ぶ。そしてカードに書かれた文字を組み込んで即興の歌を作る。もしこ
の歌に木の板に書かれた文字のどれかが含まれていたら、プレイヤーの勝利である。バイ・チョイはもはや単なるゲー
ムではない。歌の歌詞が保存するに値するものなのだ。
　一方では、700 マイル離れた首都ハノイでは、世界遺産のためにベトナムが世界的な注目を集めているので、企業
が旅行者を引き寄せようとしている。北部のハロン湾、タンロン皇城址、胡朝の要塞は最近世界遺産に承認された。
ヴー・ティー・テゥイー・バンさんは、ハノイにある不動産会社の総支配人である。彼女は事業の機会を見越してい
る。バンさんの会社はこの夏にハノイの中心部に開業予定の１９階建ての４つ星ホテルを建てているところだ。彼女
は高水準の日本式のサービスを提供することを期待して、日本企業と力を合わせた。ホテルの 138 室、スパ、室内プー
ルに外国人旅行者を誘致したいと望んでいる。穂積輝明氏はホテル経営を扱う日本企業の社長である。彼はホテルで
のベトナム文化の披露の重要さを理解している。ベトナム人のスタッフはベトナムの伝統的な衣装であるアオザイを
取り入れることを提案している。観光業に伝統的な習慣を組み入れることはベトナム文化を保存するまた別の方法で
もある。

1.  government support  

2.  foreign travelers    

3.  showcasing Vietnamese culture

 解答のヒント 

1.  With the cooperation of the government and regular visits such as this, traditional homes are 

surviving. とある。

2.  She hopes to attract foreign tourists とある。

3.  He sees the importance of showcasing Vietnamese culture at the hotel. とある。

▶ Second Viewing   

Ⅰ　1. (a)　　2. (a)　　3. (b)　　4. (a)

 解答のヒント 

1.  Hoi An suffers floods each year in the fall. とある。

2. 職員は修理が必要な箇所と家主が改築を行った箇所を確認する。

3.  Bai Choi is a game that the locals have been playing for centuries. とある。

4. 歌詞が書かれている木片を使用する。

Ⅱ　1. False　　2. True　　3. False

【設問】
1. The owners of traditional homes are not allowed to renovate their homes.

2. The player of Bai Choi wins when the songs contain any of the words on the board.

3. Bai Choi is a relatively recent invention.
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 解答のヒント 

1. 家主は改築を行うことができる。

2. 木の板に歌の歌詞が書かれていればプレイヤーの勝ちである。

3. バイ・チョイは何世紀にも渡って行われてきている。

▶ Dictation 　2:07 ～

 Meanwhile, several hundred miles away in the capital Hanoi, businesses are attracting tourists 
as the country 1[gains] 2[international] 3[attention] for its cultural heritage sites. Halong Bay in the 
north, the Imperial Citadel of Thang Long and the Ho Dynasty Citadel were all recently recognized 
as World Cultural Heritage Sites. Vu Thi Thuy Van is general manager of a real estate company in 
Hanoi. She foresees business opportunities. Van’s company is building a 4[19-story] four-star hotel 
in central Hanoi, scheduled to open this summer. She joined forces with a Japanese company in the 
hope of offering high standard Japanese-style services. She hopes to 5[attract] 6[foreign] 7[tourists] 
to the hotel’s 8[138] rooms, spas and indoor swimming pools. Teruaki Hozumi is president of 
the Japanese company 9[in] 10[charge]	 11[of ] hotel management. He sees the importance of 
12[showcasing] Vietnamese culture at the hotel. The Vietnamese staff suggests incorporating ao dai, 
the traditional dress of Vietnam. Incorporating traditional customs in tourism services is another 
way of preserving Vietnamese culture. 

▶Writing

(Sample Answers)
1.  I think that it is good to make use of traditional homes for tourism. As Vietnamese  

traditional culture has suffered from many years of conflict and neglect, preserving 
traditional architecture will serve to attract overseas tourists. Furthermore, maintaining 
Vietnam’s original culture would encourage children to cherish and respect their traditions.   

2.  I agree it. Living in an old traditional house requires a lot of money because of the costs of 
maintenance. If the government stops the financial support, many residents may conclude 
that the inconvenience of living in an old home outweighs the benefits, and will move out. 

3.  I think that people have to recognize the unique and attractive aspects of their community. 
Then creating the right atmosphere and well-prepared facilities to welcome overseas 
tourists would also be important. If many visitors come to the area frequently, it would 
revitalize the community.
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Unit 14　復習テスト

１. 単語テスト

1. convert [　　　　　　　　]  2. proceed [　　　　　　　　]  3. represent [　　　　　　　　]

4. visible [　　　　　　　　]  5.impromptu [　　　　　　　　]

6. 修理、改装 [　　　　　　　　]  7. 進行している [　　　　　　　　] 8. 見越す [　　　　　　　　]

9. 組み込む [　　　　　　　　] 10. 利益をもたらす [　　　　　　　　]

２. True or False

1. Thanks to its cultural heritage sites, many foreign countries pay attention to Vietnam.     

　　　　　□ true □ false

2. The Vietnamese government does not try to preserve intangible cultural assets.

　　　　　□ true □ false

3. Vu Thi Thuy Van is general manager of a 19-story four-star hotel in central Hanoi. 

　　　　　□ true □ false

３. Dictation 　0:03 ～

Hoi An 1[　　　　　] 2[　　　　　] each year in the fall. At times, entire ground floors 1can be  
3[　　　　　]. On this day, a supervisor from the Hoi An Centre of Cultural Heritage Preservation and 

Management visited Sung, who sought their help for repairs. The supervisor checks each spot that 

needs to 4[　　　　　] 5[　　　　　]. The official also checks areas 6[　　　　　] homeowners have made 

their 7[　　　　　] 8[　　　　　]. Sung put up a plastic wall here to make another room. 9[　　　　　]  
10[　　　　　] of the government and regular visits such as this, traditional homes are surviving. 
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Unit 14　復習テスト解答

１. 単語テスト

1. 変える 2. 進む、進行する　　　3. 表す 4. 明らかな 5. 即興の 

6. renovation　　　7. ongoing 8. foresee　　　9. incorporate　　　10. profitable

 参照箇所 

1. Reading A  7 行目より　　2. Reading A  11 行目より　　     3. Reading B  9 行目より

4. Reading A  3 行目より　　5. Pre-viewing  選択肢 3 より　　6. Pre-viewing  選択肢 1 より

7. Reading B  3 行目より　　8. Pre-viewing  選択肢 5 より　　9. Pre-viewing  選択肢 4 より

10.Reading B  5 行目より 

２. True or False

1. True　　　2. False　　　3. False

 解答のヒント 

1. 世界遺産のために世界的にベトナムが注目されている

2. ベトナム政府は Bai Choi のような無形文化財をも保存しようとしている。

3. ヴー・ティー・テゥイー・バンさんは、ハノイの 19 階建ての４つ星ホテルではなく、不動産会社の総支配人である。

３. Dictation 　0:03 ～

Hoi An 1[suffers] 2[floods] each year in the fall. At times, entire ground floors can be 3[inundated]. On 

this day, a supervisor from the Hoi An Centre of Cultural Heritage Preservation and Management visited 

Sung, who sought their help for repairs. The supervisor checks each spot that needs to 4[be] 5[repaired]. 

The official also checks areas 6[where] homeowners have made their 7[own] 8[renovations]. Sung put 

up a plastic wall here to make another room. 9[With] the 10[cooperation] of the government and regular 

visits such as this, traditional homes are surviving.


