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Warm-Up Unit: Pre-Test

正解

1. you’ve done
2. She’s got
3. won’t be
4. what’s keeping
5. write you
6. made you
7. want it
8. wanna stay
9. seat belt

10. look great
11. mustn’t keep
12. could do
13. work out
14. turn out
15. run out
16. make yourself
17. take her
18. on the
19. at the
20. get off

What Kind of Music?

正解

1. rhythm and blues (R & B)
2. pop
3. rock’n’roll
4. rap
5. disco
6. soul
7. punk
8. country and western
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Unit 1

正解
2 Listening for Language

flows
chose
flies
lies

3 Lyrics

1. flows
2. chose
3. flies
4. lies
5. be
6. keeps
7. keeps
8. chose
9. flows

5 Read All About Enya

1. born
2. written
3. released
4. continued
5. featured

試訳

3 Lyrics

誰にもわからない　その道がどこに通じているのか（将来何が起こるのか）
その日はどこに流れていくのか（毎日何が起こるのか）
知っているのは時だけ
誰にもわからない　愛は育っていくのかどうか（本当に自分が愛すべき人
を選んだのか）
心が命ずるままに（その愛がいつまでも続くのかどうか）
知っているのは時だけ（だからどうなるか知るには辛抱強く待たなければ
ならない）
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誰にもわからない　なぜ心が嘆くのか
愛がどこかに飛んでいってしまうとき（恋人を愛さなくなると）
知っているのは時だけ
誰にもわからない　なぜ心が悲しむのか
愛がうそをついたとき（本当の愛でないことがわかると）
知っているのは時だけ

誰にもわからない　道が出会ったとき（本当の愛に出会えたとき）
愛が心の中に宿るのか（その人と恋に落ちるのか）
誰にもわからない　一日が眠りにつくとき
夜が（その愛する気持ちを）ちゃんとしまってくれるのかどうか（その日
が過ぎて次の日になっても心変わりせず相手を愛する気持ちには変わりは
ないかどうか）

誰にもわからない　愛は育っていくのかどうか
心の命ずるままに
それは時にしかわからない
その道はどこに行くのか
その日はどこに流れていくのか
それは時にしかわからない

知っているのは
時だけ
知っているのは
時だけ

4 Read About the Lyrics

　「時のみぞ知る」という表現を聞いたことがあるだろうか。これは，疑問
の中には明確な答えがないものがあり，問題の中にはすぐに解決する方法
がないものがある，という意味だ。われわれには時間をコントロールする
力がないのだから，われわれにできる唯一のことは待つということだけだ。
　この歌の歌手は答えることのできない質問をたくさんしている。われわ
れは恋に落ちるのだろうか。それはいつ？　われわれの愛が真実かどうか
どうしたらわかるのか。われわれは幸せになるのだろうか。これらの質問
には答えることができない。なぜなら，将来何が起きるかは誰にもわから
ないからである。
　このような状況の中で，われわれにできることは何か。この歌手は，辛
抱強くあれとアドバイスしている。いずれ時が質問に対する答えを「教え
てくれる」ときが来る。日にちがたって週になり，週が月に年にと経過す
るうちに，次第に質問に対する答えがわかってくる。決めたことが正しか
ったかどうか，愛が真実かどうか，いつかわかるときが来る。われわれは
ただどうなるか時がたつのを待たなくてはならないのである。



6

5 Read All About Enya

　エンヤ――エンヤ・ニ・ブレナンはアイルランド系の名前で，英語に訳
すとブレナン家の（娘の）エンヤという意味――はアイルランドのドニゴ
ールで1961年5月17日に生まれた。父親はバンドのリーダー，母親は元音
楽の先生でアマチュアのミュージシャンだった。エンヤはアイルランドの
ゲール語を話して育ち，彼女の歌のいくつかはこの言葉で書かれている。
彼女は大学でクラシック音楽とアートを学んだ。エンヤはクラナドと呼ば
れるフォークソングのグループに入ったが，映画やテレビの音楽を録音す
るために1982年にグループを離れた。
　WEA（ワーナー・ミュージック）とレコーディングの契約を結んだ1987
年が彼女にとって大きな転換となった。1988年にアルバム『ウォーターマ
ーク』を発売し，「オリノコ・フロウ」がシングルヒットとなった。このア
ルバム中の多くの曲が『グリーン・カード』や『L.A.ストーリー』などの
映画で使われ，そのアルバムは800万枚売れた。
　エンヤはその後も成功と国際的な評価を得続けた。1991年には『シェパ
ード・ムーン』でグラミー賞を獲得。これは世界中で1100万枚売り上げ，
全英チャートに199週とどまった。『メモリー・オブ・トゥリーズ』（1995）
で再度グラミー賞を獲得。1997年に『ペイント・ザ・スカイ』というタイ
トルの総集アルバムをリリース。アルバム『ア・デイ・ウィズアウト・レ
イン』に収録されている曲「オンリー・タイム」が2001年に映画『スウィ
ート・ノベンバー』のサウンドトラックに取り上げられた。エンヤはアイ
ルランドが生んだこれまで最も売れたソロアーティストであり，90年代に
最も売れた女性アーティストのひとりだ。

Unit 2

正解

2 Listening for Language

1. You’ve been
2. I’ve had
3. you’ve got
4. you’ve done
5. You’d better
6. She’s got
7. sister’s been
8. cake’s gone

Who’s
9. He’s got
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10. Somebody’s been
I’ve been

3 Conversations in Action

1. How’ve you been
I’ve been getting by
I haven’t had much

2. We’ve enjoyed your company
It’s been a lot of fun

4 Lyrics

1. wonder
2. sun
3. won’t
4. true
5. because
6. I’ve seen
7. I’m
8. creation
9. explanation

10. I’ve
11. you’ve
12. love’s
13. same
14. happiness
15. wish
16. through
17. tomorrow

6 Read All About the Carpenters

1. formed
2. won
3. produced
4. declined
5. entered
6. delight
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試訳

4 Lyrics

すばらしい気分がやって来たわ
目に見えるものすべてに新鮮な驚きがあるの
空には雲ひとつなく
顔に日の光を浴びる
驚かないわ　これがたとえ夢だとしても

世の中でこうなってほしいと願うことすべてが
思い通りになっていくわ　いま特別に私のために
そのわけははっきりしてる
それはあなたがここにいてくれるから
いままで会った中であなたは天国に一番近い存在なの

幸せの絶頂から神が造った世界を見下ろしているの
私が思いつくそのたったひとつの説明は
愛のせいなの
あなたが私のそばに来てくれてから見つけたその愛の
あなたの愛が私を幸せの絶頂に連れて来てくれたわ

風の中の何かが私の名前を覚えてくれたの
そして教えてくれるの　すべてが昔のままじゃないってこと
木々の葉や顔に当たるそよ風の中に
心地よい幸せを感じるの

お願いがひとつだけあるの
それは今日という日が終わっても
こうなってほしいの
明日もふたりにとって　今日と同じ日であってほしいと
あなたがそばにいてくれたら　私の求めるものすべてが手に入るのよ

5 Read About the Lyrics

　完璧な世界に住めたらどんな感じがするだろう，と考えたことがあるだ
ろうか。この夢の中の世界では，あらゆるものを望み通りに手に入れるこ
とができる。思い悩む問題もなければ，いつだって幸せな気分でいられる。
そう，本当に幸福な気持ちでいられるのだ！
　こんな話はできすぎていて，うそっぽく聞こえはしないだろうか。もち
ろん，そんな世界に実際に住むことは不可能だが，本当に幸福なひととき
を持つことなら可能である。この幸せを獲得する方法のひとつは愛を通し
てであり，この歌はわれわれが愛を感じているときに味わう種類の幸せに
ついて述べている。
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　この歌の歌手は，この至福，すなわち心地よい幸福感を説明する唯一の
ものは彼女が見つけた愛だと言っている。愛の力がとても強いので，それ
が彼女の五感を高めて，彼女は世界を新しい感覚で聞き，感じ，触れ，見
ているようだ。「風の中の何かが私の名前を覚えてくれたの／そして教え
てくれるの　すべてが昔のままじゃないってこと」というのが，歌手がこ
の新しい感覚を表現するために使っている言葉だ。
　もちろん，この不思議な幸福な瞬間が永遠に続くと考えるのは非現実的
だ。この歌手はこのことを知っている。なぜなら，彼女の唯一の願いは「明
日もまったく同じでありますように」ということだからだ。そう，たとえ
完璧に幸せな世界には住めなくても，愛の力を通して，われわれはその世
界を垣間見ることができるのである。

6 Read All About the Carpenters

　兄妹デュオ，リチャードとカレン・カーペンターはポップミュージック
史上最も人気のあるグループのひとつになった。ふたりとも音楽業界での
キャリアをロサンゼルスで始め，そこで，リチャード・カーペンター・ト
リオと呼ばれるジャズ・インストルメンタル・グループを結成した。彼ら
は1966年にハリウッド・ボウルでの「バトル・オブ・ザ・バンズ」コンテ
ストで優勝し，間もなくRCAレコードとレコーディング契約を結んだ。
　翌年，彼らはA&Mレコードに移籍し，初アルバム『オファリング』を
制作。カーペンターズの最初のナンバーワンが「遙かなる影」とともに訪
れる。この曲は世界的なヒットとなり，彼らにポップ音楽界のスターとし
ての道を歩ませることになった。
　このグループは1971年から1974年の間に，「ふたりの誓い」「雨の日と
月曜日は」「シング」「イエスタデイ・ワンス・モア」「トップ・オブ・ザ・
ワールド」のようなヒット曲を出し，絶大な人気を誇った。常にチャート
入りはしていたが，70年代後半に彼らの人気は衰えた。悲しいことに，ふ
たりとも自ら招いた健康問題に遭遇し，それが彼らの歌手としてのキャリ
アを終わらせた。リチャードは1978年にリハビリのために入院し，カレン
はダイエットの病気として知られる神経性拒食症による心臓発作で他界し
た。
　カレンの死ののち，リチャードは音楽制作業界に入る。その間の歳月に
ポップ音楽界に起きていた多くの変化にもかかわらず，カレン・カーペン
ターの透き通った新鮮な声とリチャードのアレンジによるハーモニーは古
くからのファンを喜ばせ続けると同時に，新しいファンをも引きつけてい
る。
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Unit 3

正解

2 Listening for Language

1. I’ll be
2. won’t do
3. She’ll leave
4. won’t be
5. That’ll be
6. There won’t
7. we’ll be
8. he’ll be
9. it’ll clear

10. won’t be

3 Conversations in Action

1. I’ll be right back
won’t take long
I’ll wait

2. engine won’t start
I won’t be able to make it in time

4 Lyrics

1. night
2. dark
3. we’ll
4. won’t
5. won’t
6. as long
7. sky
8. mountain
9. won’t

10. won’t
10. won’t
12. as long
13. trouble
14. Won’t you
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6 Read All About Ben E. King

1. began
2. changed
3. featured
4. placed
5. faded
6. regained

試訳

4 Lyrics

夜のとばりが下り
大地が真っ暗になって
月だけが目に見える光になっても
怖くはないよ
そう　怖くはないさ
君がそばにいてくれるなら
そばにいて

だから愛しい君よ　そばにいて
僕のそばにいておくれ
そう　僕のそばにいて
力を貸して

僕らが見上げる空が崩れ落ち
山が砕け散って　海に流れて行っても
泣いたりしない
泣かないよ
一粒の涙だって流しはしない
君がそばにいてくれるなら
そばにいて

*だから　ねえ　僕のそばにいておくれよ
そう　僕のそばにいて
力を貸して

（演奏）

*繰り返し

君が苦しいときにはいつでも
そばにいてよ
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僕のそばにいて
僕のそばに

5 Read About the Lyrics

　多くのポップソングがトップチャート，またはそこに近いところに何週
間，いや何カ月もの間とどまることがあるが，時間を超越する「特別な何
か」を持つ曲はほんの一握りにすぎない。「スタンド・バイ・ミー」は1961
年にオリジナル曲がレコーディングされ，ビッグヒットとなった。それか
ら25年後に同じ名前の映画のタイトルソングとしてフィーチャーされた
とき，その曲は再びチャート入りを果たした。
　この曲の何がそれほど時間を超越させるのだろうか。おそらく，その理
由のひとつは，これが人間の状況や友情の必要性に訴えかけるからだ。「夜
が来て，暗くなると」というところは恐怖を象徴する言葉だ。恐怖という
のは人間の状態の一部であり，われわれの人生には恐怖を抱くときが常に
訪れる。暗闇の中でひとりぼっちでいると，恐怖は倍増し，ますます強ま
るように思える。
　この歌手は，「自分のそばにいてくれる」ことのできる誰かがいる限り何
も怖いものはない，とこの歌を聞いている人に語っている。「誰かのそばに
いる」とは，無条件で，何の疑いもせずにその人を完全に支えるという意
味だ。どんなことが起きようと，この人はあなたを決して裏切らない。特
に何か問題を抱えたときには。何か困難に直面しているときなど，これが
私たちにとって大変な安心の源になる。なぜなら，もしも頼れる誰かがい
たなら，たとえ最悪の事態が起きたとしても何も恐れることはないだろう
から。友情の真実をとらえているから「スタンド・バイ・ミー」は時間を
超越した歌なのである。

6 Read All About Ben E. King

　ベンジャミン・アール・ネルソンは，まだ高校在学中に参加したドゥー
ワップのグループ，フォー・ビーズのメンバーとして歌手のキャリアを始
めた。その後，ファイブ・クラウンズで歌い，のちにそのグループはドリ
フターズと改名。キングは「ゼア・ゴーズ・マイ・ベイビー」や「ラスト
ダンスは私に」を含むそのグループのヒットレコードの何曲かでリードボ
ーカルを務めた。
　1960年にキングはグループを離れたが，ドリフターズにより人気が出た
ラテンサウンドをフィーチャーした歌を制作し続けた。「スパニッシュ・ハ
ーレム」は彼の最初のソロレコードで，すぐにヒット曲となった。同じく
1961年に続けてレコーディングされた「スタンド・バイ・ミー」は，それ
以上の成功を収めた。ポップとソウルの粋なブレンドは，彼をオーティス・
レディングやウィルソン・ピケットなど当時の頂点のソウルシンガーと同
位置に押し上げた。
　しかしながら，キングの人気は60年代後半に衰えた。ソウルアーティス
トとしての彼の地位を取り戻そうとアトランティック・レコードと再契約
し，1975年には『スーパーナチュラル・シング・パート1』で全米トップ
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5入りを果たす。しかし，彼のその後のレコーディングはそれほど成功せ
ず，彼が人気をいくらか取り戻したのは，同じ名前の映画の中で「スタン
ド・バイ・ミー」がフィーチャーされた1986年になってからだった。彼は
ツアーを続け，有名になった彼独自のスタイルで昔のヒット曲を歌い続け
ている。

Unit 4

正解

2 Listening for Language

1. who’s coming
2. How’s business
3. one’s

that one’s
4. what’s keeping
5. What’s up
6. What’s eating
7. there’s someone
8. That’s the
9. They’re the

10. Where’s my

3 Conversations in Action

1. here’s a little something for you
2. That’s what’s good

4 Lyrics

1. funny
2. I’m
3. I’d
4. makes
5. it’s
6. one’s
7. everybody
8. it’s done
9. put down

10. you’re
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11. roof
12. sun’s
13. they’re
14. I’ve

6 Read All About Elton John

1. piano
2. band
3. wait
4. superstar
5. costumes
6. soundtrack

試訳

4 Lyrics

ちょっとおかしいかな　こんな気持ち
簡単に隠せるような男じゃないよ
お金はあんまりないけど　もしあったら
僕らが暮らせる大きな家を買ってあげるよ

もし僕が彫刻家だったら　いや
薬と芸を売る旅回りの芸人だったら
あまりよくわかんないけど　僕にできる精いっぱいのこと
君への贈り物は僕の歌　これを君にあげるよ

*そしてみんなに言いなよ　これが君の歌だって
シンプルな歌かもしれないけど　せっかく作ったから
気にしないで
いいかな　こんなふうに歌にしてみたんだけど
君がいてくれるから
人生はなんてすばらしいんだろうってこと

屋根に上がって歌詞を考えてたんだ
いい言葉が浮かばなくて　コケをけ落としてたりして
でもこの歌を作ってるとき　日の光がとてもやさしく
僕を包んでくれた
この歌はそんな太陽をいつまでも輝かせている
君みたいな人にあげるのさ

忘れちゃってごめん　よくやっちゃうんだけど
君の目って緑だったっけ　青だったかな
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とにかく　僕が言いたいのは
君の目はこれまで見た中で一番かわいらしい目だってこと

*繰り返し

こんなふうに言葉にしてみたけど　気にしないで
君がいてくれるから　人生はなんてすてきなんだろう

5 Read About the Lyrics

　古来より，男も女も，数行の詩を通して，または壮大な記念物の建造に
より，最も奥深い感情を芸術的な偉業を通して表現しようと試みてきてい
る。このように，今日の現代的なソングライターは中世の吟遊詩人や古代
ギリシャの詩人や叙情詩人となんら変わりないのである。だから，「僕の歌
は君の歌」が誰かのために敬意を表して歌を作るという昔ながらの伝統の
現代版であるということは驚くに当たらない。
　加えて，この曲はこの創造過程を観察するまれな機会を与えてくれる。
最初の節では，この歌手が彼の感情を隠すことができず，そのためにそれ
を表現する方法を見つけなくてはならないと認めていることがわかる。も
し彼がお金を持っていたら，彼は恋人に豪華な家を買うだろう。もし彼に
彫刻家の才能があったら，芸術作品を作って彼の気持ちを表現するだろう。
最後にこの歌手は，それがたとえ不完全ではあっても，彼の歌こそ彼が与
え得る最良の贈り物であると悟るのだ。
　これは単純な歌だが，それにもかかわらず書くのは難しい。4番目の節
では，彼は屋根の上でひとりで彼の意図を伝える適切な言葉を選ぶのに葛
藤している。
　最後の節では，この歌手がたたえる対象となるものが示される。まさに
最後の行で，その歌が彼の恋人の瞳に捧げられていることがわかる。この
歌は，単純なテーマについての単純な歌だが，心からの贈り物はシンプル
であっても金よりも貴重であることをわれわれに思い出させてくれる。

6 Read All About Elton John

　レジナルド・ケネス・ドワイトはたった4歳のときにピアノのレッスン
を始めた。彼は彼の最初のバンド，ブルーソロジーを 60年代初めに結成
し，ロング・ジョン・ボールドリー，エルトン・ディーン，カレブ・クエ
イを含むそのグループがアメリカのソウルアーティストのツアーで伴奏を
始めた1965年にプロとなる。
　演奏していた音楽の種類に満足しなくなったのち，彼はそのバンドを離
れ，リンカーンシャー出身の作曲家，バーニー・トーピンとコンビを組む。
市場にもっとアピールできるように，彼は名前を，前のバンドのふたりの
メンバー，ディーンとボールドリーのファーストネームをとってエルトン・
ジョンに変えた。
　成功はゆっくりやってきた。1969年に「ボーダー・ソング」と「僕の歌
は君の歌」をフィーチャーした『エルトン・ジョン』をリリースして成功



16

への長い道のりは終わった。これは彼の初めての全英ヒットとなり，チャ
ートで第2位となる。その後の数年間で，エルトン・ジョンはスーパース
ターとなった。彼のコンサートはその音楽と凝ったステージだけでなく，
突飛な衣装で人気を博す。1972年から 1975年にかけて，「ロケットマン」
「ダニエル」「グッバイ・イエロー・ブリック・ロード」のような記憶に残
るヒット曲を含む驚異的な連続して7つのナンバーワン・アルバムを出す。
彼の有名な歌のひとつ，「キャンドル・イン・ザ・ウィンド」はもともとマ
リリン・モンローをしのんでレコーディングされたが，その後書き直され
て1997年の悲劇的な死が世界中の多くの人々の心を動かしたダイアナ妃
に捧げられた。
　エルトン・ジョンの人気は90年代まで続き，1994年ディズニ―のヒット
映画『ライオン・キング』のサウンドトラックのために新曲がレコーディ
ングされ，アルバムは全米チャートのナンバーワンとなった。エルトン・
ジョンはまさに傑出したソングライターであり，時代を超えて最も偉大な
ロックスターのひとりである。

Review Unit 1

正解

1 Video Dictation

1. haven’t got much time
I’ve got

2. It’s getting
I’d better get going

3. you’re getting married
4. That’s what’s great
5. How’s the world treating
6. That’ll be $25
7. when he’ll be back
8. weather’s been nice

2 Listening for Meaning

1. 2)    2. 4)    3. 4)    4. 1)    5. 2)    6. 2)    7. 2)    8. 3)
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Unit 5

正解

2 Listening for Language

1. write you
2. let you
3. eat yet
4. at your
5. about you

get you
6. what you
7. brought you
8. that you’re
9. miss your

10. makes you

3 Conversations in Action

1. I’ll put you through
2. won’t hurt you to try it

4 Lyrics

1. Watch you
2. sweet surrender
3. treasure
4. fall asleep
5. dream
6. sweetest dream
7. what you
8. kiss your
9. stay

10. smile
11. kiss
12. hold
13. heart
14. rest
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6 Read All About Aerosmith

1. working
2. released
3. made
4. reunited
5. create

試訳

4 Lyrics

目を閉じず君の寝息を聞いていよう
寝顔の笑顔を見ているよ
君が眠りに落ちて遠い夢の世界にいる間
この甘いひとときにずっと浸っていられたら
どこかもわからないまま　ずっとこのひとときにうずもれていられたら
君と一緒に過ごす一瞬一瞬が僕の宝物さ

*目を閉じたくはないよ　眠りたくはないんだ
だって（眠ってしまったら）君のことを恋しくなってしまうから
君のことひとつたりとも見逃したくないから
君のこと夢で見て　それがどんなにすばらしい夢でもかなわない
君が恋しくて　君のこと何ひとつ見逃したくない

君の隣に体を横たえ胸の鼓動を感じてる
君はどんな夢を見てるのかな
見ているのは僕の夢かな
それから君のまぶたにキスして神に感謝するのさ
ふたりが一緒にいられてありがとうって
このままずっと君のそばにいたいだけ
このままずっと　ずっと　いつまでも

*繰り返し

笑顔ひとつ見逃したくないよ
キスのひとつだって
君とふたりだけでここにいたいのさ　こんなふうに
君をすぐ近くに抱き寄せたい
僕のハートが君のハートを感じてる
このままこの瞬間　こうしていたいだけ
残されたすべての時間　ずっとこうして…

*繰り返し（X2）
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*最初の2行繰り返し

5 Read About the Lyrics

　映画『アルマゲドン』のサウンドトラックのために書かれたこの曲は，
巨大隕石の落下から地球を救うという危険な使命に間もなく出かける男に
ついて語っている。彼はもう戻って来られないかもしれないことを知って
いる。だから彼は地球での残りの時間を彼の恋人と離れて過ごしたくない
と思っている。たとえほんの一瞬でも。
　彼は彼女に彼女のことが恋しいと言う。まだ離れていないのにもかかわ
らず。まだ彼女と一緒にいるときに彼がそう言うのをわれわれは変に思う
かもしれない。しかし，彼が本当に言いたいのは，彼は「君がいなくて寂
しい」というその言葉を言える機会が二度とないかもしれないということ
だ。彼は彼女のことを四六時中考え，眠っているときにも彼女の夢を見る。
彼の唯一の願いは，常に彼女のそばにいることだ。彼女とともにいられる
彼に残された時間は貴重であり，1分たりとも無駄にしたくないから，彼
はそれを注意深くほかの誰にも邪魔されないように大切にしている。
　このロマンチックなラブソングはいくつかの貴重なアドバイスをわれわ
れに与えてくれる。時にわれわれは自分たちが持っているものの大切さを，
それを失うまで気づかない。そのときになって，愛する者や失ったものを
いとおしく思うのだ。この歌は，この歌の男とまったく同じように，誰か
が与えてくれた愛を守り，大切にしなくてはならないと教えている。それ
は貴重な宝であり，それを失わないように最善を尽くすべきなのだ。

6 Read All About Aerosmith

　エアロスミスは，ニューハンプシャーのアイスクリーム屋で働いていた
ボーカルのスティーブン・タイラーがギタリストのジョー・ペリーに会っ
た1970年に結成された。グループにはベースのトム・ハミルトンとギター
のレイ・タバノがいたが，タバノはすぐにブラッド・ウィットフォードに
取って代わられた。彼らは最初のアルバム『野獣生誕』を1973年に発売し
たが，彼らの飛躍アルバムは『闇夜のヘビー・ロック』（1975）だ。繊細な
バラードとハードロックのこのバンド独自の融合によって彼らは70年代の
最も人気あるグループのひとつになった。
　1979年，ペリーが自分のバンド，ジョー・ペリー・プロジェクトを始め
るために離れ，代わってジミ―・クレスポが加わった。ウィットフォード
は1981年に離れ，代わりにリック・デュフィが入る。グループの人気は80
年代初めに下火になるが，新しいギタリスト，クレスポとデュフィを迎え
て，カムバックに成功する。彼らはふたつのビッグヒット，『グレイティス
ト・ヒッツ』を1980年に，『美獣乱舞』を1982年に発売した。元のメンバ
ーによるオリジナルバンドが1984年に再結成され，1993年にアルバム『ゲ
ット・ア・グリップ』で大成功を収める。この中には，シングルヒット曲，
「リビング・オン・ジ・エッジ」と「クライン」「アメイジング」が入って
いた。
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　彼らは90年代にもヒット曲を飛ばし続け，1998年に映画『アルマゲド
ン』のサウンドトラックのヒット「ミス・ア・シング」でもうひとつの成
功を得た。エアロスミスの30年以上もの間ヒット曲を作り続ける能力によ
って彼らは空前の偉大なロックバンドのひとつになったのである。

Unit 6

正解

2 Listening for Language

1. Could you
2. Mind your
3. called you
4. made you
5. Where’s your
6. Should you
7. as you
8. lend you
9. Hold your

10. heard you

3 Conversations in Action

1. Would you like another piece
2. Would you do me a favor

Could you give me a ride

4 Lyrics

1. inside your
2. what you
3. that you
4. comes along
5. cast your
6. And you
7. inside you
8. lies
9. reaches

10. search
11. emptiness you
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12. follow
13. tear
14. tomorrow
15. find

6 Read All About Mariah Carey

c → a → d → b

試訳

4 Lyrics

心の中を見つめれば
そこにはヒーローがいる
いまの自分を怖がらないで
心の中をのぞけば
そこには必ず答えが見つかるわ
そしてこれまでの悲しみも
解けてなくなってしまう

*そしてあなたのもとにヒーローがやって来る
がんばるのよと力を貸してくれる
いま感じている恐怖を捨てて
そうすれば生きてゆける
だから希望がなくなったって思っても
心の中を見て　そして強くなって
そうすれば本当のことがわかるはずよ
ヒーローはあなたの中にいるんだってこと

本当の自分の強さを見つけるには時間がかかるわ
世の中をひとりで生きて
誰も救いの手を差し伸べてくれないこともある
でも心の中を見て
そうすればそこに愛が見つかるわ
今まで感じていた虚しさもいつか消えてなくなるから

*繰り返し

みんなわかってるわ
夢は追いきれないものね
でもほかの誰にもその夢を破らせてはだめ
しっかりがんばるの
必ず明日という日があるから
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いつかきっと道が見えてくるわ

*繰り返し

5 Read About the Lyrics

　あなたにはヒーローがいるだろうか。子供のころには，ヒーローという
のはたいてい大統領とか，人気映画スターとか，プロスポーツ選手のよう
な有名人だ。彼らはわれわれに誇りを持たせ，最善を尽くすよう励まして
くれる。年齢を重ねると，ヒーローという言葉の定義が変わってくる。わ
れわれは，真のヒーローとは単なる著名人ではなく，困難なあるいは危険
な仕事を成し遂げるときにすばらしい勇気を見せる人であることを理解す
るようになるのだ。
　この歌は，われわれすべての内にあるヒーローについて歌っている。そ
う，われわれはみなヒーローになる可能性を持っているのだ。なぜかとい
うと，日常の生活で，それを克服するために多大な努力と勇気を必要とす
る困難を誰もが経験しているからだ。しかし，ヒーローになるというこ
とは，単に困難を克服することだけではない。それはまた，直面する課題
がたとえどんなにつらいものであろうとも，自分自身を信じるということ
や，決して夢をあきらめないということでもあるのだ。
　この歌の歌手は，私たちに自分の心の中を見て自分自身を信じるように
アドバイスしてくれるよき友人のようだ。「がんばれ」というアドバイス
は，問題を抱えたり，夢をあきらめることを考えているすべての人に対す
る希望と激励のメッセージだ。一生懸命努力し夢を持ち続ければ，成功し，
夢がかなうときが来る。
　私たちはまた，私たち自身について重要な発見をすることになる。この
発見は，本当のヒーローは私たちすべての内にいるというものだ。内なる
ヒーローを見つけるのは簡単な仕事ではないが，決してそれを追い求める
ことをあきらめてはいけない。結局のところ，自分自身のヒーローになっ
て初めて，ほかの誰かのヒーローになれるのだから。そのとき，私たちは
ヒーローの真の意味を知ることになる。

6 Read All About Mariah Carey

(c) マライア・キャリーは1970年 3月 27日にニューヨーク市に生まれた。
父親はべネズエラ人のエンジニアで，母親はアイルランド人のオペラ歌手
だった。2歳のときにマライアはすでに歌うことに興味を持った。彼女の
母は彼女がたった4歳のときにボイスレッスンを施し始めた。母親に励ま
されて，マライアはプロの歌手になるという子供のころの夢を決してあき
らめなかった。
(a)彼女は自分自身の歌を高校時代に書き始め，卒業後，マンハッタンに
移った。さまざまな仕事をしながら，マライアは夢の追求を決してやめな
かった。彼女は歌手としてのキャリアを始めるために奮闘を続け，ついに
ある日，バックアップ歌手として最初の仕事を得た。
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(d)その後，1988年に，彼女の大ブレイクがやってきた！　友人と一緒に
あるパーティーにいたとき，彼女はコロンビア・レコードの音楽担当重役
に会った。マライアは彼に彼女の歌のデモテープを渡し，聴いてくれるよ
うに頼んだ。パーティーから家に帰る車の中で彼はテープをかけ，マライ
アがスーパースターになる才能を持っていることに気づく。彼はマライア
を探すべく，ただちにパーティー会場に引き返した。それからすぐに，彼
は彼女とレコーディングの契約を結ぶ。彼女のデビューアルバムは確実な
ヒットとなり，彼女のユニークな声と力強い声域はすぐに彼女を一流のポ
ップミュージックのスターとして確立させた。のちにマライアは，彼女を
パーティー会場で発見したトミー・モトーラと結婚した。不運なことに，
結婚生活は4年しか続かず，1997年に離婚した。
(b)マライアの成功は，彼女に膨大な富と名声をもたらした。しかしなが
ら，彼女はトップに到達するまでの厳しい奮闘ぶりを忘れることはなかっ
た。彼女の音楽は前向きなメッセージに満ちている。「ゼアズ・ガット・ト
ゥ・ビー・ア・ウェイ」や「ヒーロー」のような歌は，彼女のファンに夢
を追い続けるよう勇気づけている。厳しい競争にもかかわらず，マライア
はこれまでにないほどの人気を得ている。最近のアルバム『デイ・ドリー
ム』中の「ファンタジー」はビルボードのトップ100とR & Bチャートの
ナンバーワンでデビューした。これまでの女性アーティストには果たせな
かった偉業である。マライア・キャリーのキャリアは真に夢がかなう物語
そのものだ。

Unit 7

正解

2 Listening for Language

1. be 20
2. oriental influence
3. centers

that
4. your identity
5. want him
6. interesting letter
7. in the
8. want it
9. educate

entertain
10. commercial enterprise
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3 Conversations in Action

1. he wanted to go there
2. there was an interchange of ideas

4 Lyrics

1. desire
2. want it
3. apart
4. reach
5. want it
6. heartache
7. mistake
8. want it
9. fire

10. late
11. want it
12. fallen apart
13. distance
14. want you
15. desire
16. heartache
17. mistake
18. want it
19. want it

6 Read All About Backstreet Boys

1. local
2. other
3. famous
4. popular
5. perfect

試訳

4 Lyrics

君は僕の炎さ
情熱をそそぐたったひとりの相手さ
信じて　僕の言葉
僕はそういうふうにしたいって言うときにはね
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でもいまのふたりの世界は離ればなれ
君のハートに手が届かない
君がその言葉を口にするとき
私はそのほうがいいのよって言うときにね

*なぜなんだ
そんなのただの胸の痛みだなんて
なぜなんだ
ただの過ちにすぎないなんて
どうしてなの
君から聞きたくないよ
私はそのほうがいいなんて

僕は君にとって恋の炎かな
たったひとつの情熱かな
わかってる　もう手遅れだって
でも僕はそうあってほしいと願ってる

*繰り返し

いまはもうふたりは離ればなれだね
昔みたいじゃなくなったよ
でもどんなにふたりが離れていても
これだけはわかってほしい
心の底で思っていること

君は僕の恋の炎さ
たったひとつの情熱なんだ
君は　君は　君は　君はね…

聞きたくないよ
ただの胸の痛みだなんて
ただの過ちだなんて
聞きたくないよ　君がそう言うの
聞きたくない
僕はそうあってほしいのに

*繰り返し（X2）
だって僕はそういうふたりでいたいのに
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5 Read About the Lyrics

　誰かをほかの人と比べたり，何かをほかのものと比べるときにしばしば，
世界が正反対と言うことがある。これは，黒と白や夜と昼のように，まっ
たく違うという意味だ。ふたりの人を比べるとき，外見，性格，あるいは
個人的な考え方において，完全に異なる――すなわち世界が正反対――と
言うことがある。
　これは，互いに愛し合っているが，まったく世界が正反対という事実を
直視しなくてはならないふたりについての歌だ。男は，彼のガールフレン
ドは彼の真実の恋人だと信じている。しかし，ふたりの関係に関する彼女
の考えは彼の考えとは極めて異なる。彼は彼女に彼の気持ちを理解させる
ことができない。彼は彼女にどうしてふたりの関係がうまくいかないと思
うのか説明するように頼む。彼は，あきらめるべきだと彼女が言うのを聞
きたくない。彼は彼女に，本当に彼のことを愛しているのかと尋ねる（「僕
は君を燃え立たせる炎だろうか／君が望む相手なのか」）。
　しかし，この歌手は彼らの関係は変わってしまったと理解している。も
う遅いかもしれないとわかってはいるが，彼は彼女のことを本当に愛して
いて，彼が愛しているように彼女もまだ彼のことを愛していることを望ん
でいることを，彼は彼女にわかってほしいと思っている。彼は，彼女にふ
たりの関係はもう終わったと言ってほしくないのだ。この歌はわれわれに，
たとえふたりが互いにとても愛し合っていても，違いを克服しない限り，
ふたりの関係はうまくいかないかもしれないということを気づかせてくれ
る。

6 Read All About Backstreet Boys

　バックストリート・ボーイズの最初のメンバーふたりは，ケビン・リチ
ャードソンとブライアン・リトレルだった。このふたりの若者はいとこ同
士で，米国のケンタッキー州，レキシントンの出身だ。子供のころから歌
を歌い始め，地元の教会の聖歌隊や祭りで歌っていた。最初はドゥーワッ
プやリズム・アンド・ブルースをボーイズIIメンのスタイルで歌っていた。
　ほかのふたりのメンバー，ハウイー・ドローとA.J.マクリーンはフロリ
ダのオーランド出身だ。ふたりは，地元のテレビ番組とコマーシャルのオ
ーディションで出会った。間もなく，5番目のメンバー，ニック・カータ
ーがこのふたりに加わる。この3人は共に歌い始め，トリオを結成した。
　この間，ケビンはオーランドに移り，そこでツアーガイドとしてディズ
ニーワールドで働いていた。彼は仕事の仲間を通してハウイー，ニック，
A.J.に会い，この4人はグループを結成することにした。ブライアンも彼
らに加わった。
　「バックストリート」という名前はオーランドの路上市として有名な通
りからきている。彼らは最初のレコーディング契約を1994年にジャイブ・
レコードと結ぶ。グループはカナダとヨーロッパで大変人気を博し，そこ
で1995年の最優秀新人賞をスマッシュ・ヒッツ・フェスティバルで勝ち取
った。その後間もなく，バックストリート・ボーイズは米国で人気を得始
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める。彼らのアルバム『ミレニアム』は1999年に発売され，ナンバーワン
のデビュー作となる。最初の1週間で100万枚以上売り上げた。彼らのエ
ネルギッシュなダンス音楽と完璧なハーモニーによっては，彼らは今日の
音楽界における最もホットなグループになっている。

Unit 8

正解

2 Listening for Language

1. not gonna (not going to)
2. wanna do (want to do)
3. oughta know (ought to know)
4. gotta study (got to study)
5. hafta do (have to do)
6. hasta go (has to go)
7. gonna get (going to get)
8. gonna go (going to go)
9. wanna stay (want to stay)

10. gotta go (got to go)

3 Conversations in Action

1. we’re gonna play
Do you wanna come over

2. Aren’t you gonna
what I’m gonna do
might wanna try

4 Lyrics

1. gonna start
2. loved you
3. make it
4. can’t take
5. wanna
6. that door
7. wanna
8. hate
9. wanna make
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10. wanna tell
11. crazy
12. truth
13. reason
14. once you’re gone
15. wanna be
16. wanna be
17. wanna be
18. wanna make
19. wanna

6 Read All About ★NSYNC

1. musical
2. entertaining
3. first
4. worldwide
5. huge

試訳

4 Lyrics

バイバイ

今夜こうするよ
君は怒ってけんかを始めるかもしれないけど
僕もこんなこといいとは思わない
ねえ
君を愛していたよ　ずっと
君が僕のそばにいてくれないときも
だからいま　君から離れてひとりでやっていくのさ

*もう耐えられないのさ
うそじゃない
ドアの外へ出て行ってくれ
バイバイ
もう君に惑わされたくないのさ
恋のゲームの相手役はもうごめんだよ
僕のこと恨むかも　でもうそじゃない
バイバイ

**つらく当たりたくはないけど
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本当はもうこりごりだってこと
気が狂ってるかもしれないけど
でもうそじゃない
バイバイ　バイバイ

本当のことを言ってくれよ
歓迎以上さ
だから理由をひとつ教えておくれ
ねえ
僕はふたりのために生きてきたけど
いまやっとわかったよ
君がいない人生のほうがずっと幸せだってこと

*繰り返し
**繰り返し

もうやめたよ
気は確かさ
もうこれ以上君の愛を求めやしない

もうやめるよ
もう降りるよ
負け犬にはもうなりたくないからね
もうたくさんさ
君にもう惑わされないよ
このふたりの恋のゲームで
だから君から去って行くよ
バイバイ
つらく当たりたくはないけど
でももうたくさんだ
うそじゃない

もう君に惑わされたくないのさ
恋のゲームの相手役はもうごめんだよ
でもうそじゃない
バイバイ

5 Read About the Lyrics

　すべての関係がハッピーエンドを迎えるわけではない。関係が終わるの
にはたくさんの理由がある。時に女性側の問題であったり，男性側の問題
だったりする。時には，誰のせいでもないこともある。それは単に運命で
あって，そのふたりは一緒になる定めになっていないだけなのだ。
　この歌は，ガールフレンドにさよならを言おうと決心した男について語
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っている。彼は，もう関係は終わったと彼女に言うのは簡単でないことを
わかっている。彼がほかのガールフレンドを見つけたからというわけでは
ない。彼が彼女のもとを去るのは，彼に対する彼女の態度をもう受け入れ
ることができないからだ（「もうこれ以上耐えられないと僕はわかってい
る」）。彼は彼女をとても愛していたが，彼女は彼の傍らにいて支えてくれ
なかった（「君は僕のそばにいてくれなかった」）。彼は，彼女が真剣でない
ことに気づいているのだ。彼は，彼女の数いるボーイフレンドのひとりに
はなりたくないと思っている（「恋のゲームの相手役のひとり」）。
　彼は彼女に対して意地悪でありたくない（「つらく当たりたいわけじゃ
ない」）。しかし彼はまた，彼女がいないほうが幸せだということがわかっ
ている。彼は彼女の道化師でいたくない，と述べている。これは，もし彼
が彼女と一緒にい続けたら，彼は彼女に傷つけられるだろうことがわかっ
ているということだ。この歌は関係を断ち切ることは悲しく困難なことだ
が，時にそれは避けられないのだということをわれわれに気づかせてくれ
る。

6 Read All About ★NSYNC

　★NSYNCは，フロリダ州オーランドに音楽のキャリアを求めてやって来
た，5人のハンサムで魅力的な才能あふれる若者たちの物語だ。J.C.チェイ
シズとジャスティン・ティンバーレイクは，ディズニー・チャンネル制作
のバラエティー番組，『ミッキー・マウス・クラブ』で共演しているときに
出会った。のちに彼らはクリス・カークパトリックとジョーイ・フェイト
ンに会い，4人の若者は仲よくなった。彼らはよくクラブに出かけ，一緒
にダンスをしたり歌ったりしていた。彼らは非常に観客を楽しませたので，
多くの人が彼らはバンドのメンバーだと思ったほどだった！
　これが彼らに実際にバンドを作る気持ちを起こさせた。しかし，グルー
プを作るにはもうひとり歌手が必要だった。ジャスティンのボイスコーチ
が彼らにランステン・バースを紹介した。★NSYNCという名前は，それぞ
れのファーストネームの最後の文字を使って考え出した。Justi(N), Chri(S),
Joe(Y), Lanste(N), J.(C.)だ。syncとは，synchronizationの短縮形である。in sync
は，よくマッチしている，あるいは共にうまくいくという意味だ。1年た
たずに，グループは最初のアルバム『★NSYNC』を制作し，それがドイツ
で，次にヨーロッパ中で世界的なヒットとなった。
　そのアルバムは，1998年に米国で発売され，ほぼ一晩でグループは大き
な成功と名声を獲得した。アルバムは1000万枚以上売り上げ，4曲がナン
バーワンヒットとなった。彼らの次のアルバム『ノー・ストリングス』は，
売り出しの最初の週で240万枚売り上げた。★NSYNCは，確かに，今日の
世界における最も人気あるグループのひとつである。
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Review Unit 2

正解

1 Video Dictation

1. don’t you give it your best
2. What made you decide
3. your brother come yet
4. would you do me a favor
5. Wanna come along
6. not gonna believe this
7. Do as you like
8. make out what you said

2 Listening for Meaning

1. 3)    2. 1)    3. 1)    4. 2)    5. 1)    6. 3)    7. 1)    8. 4)

Unit 9

正解

2 Listening for Language

1. job
rest

2. Guess what
3. sweat
4. ahead

guest
5. wrong

at
6. set
7. blanket
8. bed

tight
9. seat belt

10. first
distant
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3 Conversations in Action

1. out at the moment
2. last minute

What’s on your mind

4 Lyrics

1. dark
2. park
3. around
4. ghost
5. toast
6. superstitious
7. worst
8. walk
9. rabbit’s

10. take you
11. care
12. said
13. done
14. fun
15. dreams
16. wanna

6 Read All About Des’ree

1. making
2. reading
3. becoming
4. providing
5. breaking

試訳

4 Lyrics

暗闇が怖いの
特に公園で
ほかに誰もそばにいないとき
ぶるぶる震えてきちゃう
幽霊なんか見たくない
一番怖い光景よ
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それならいっそトーストを口にくわえながら
夜のニュースを見ていたいわ

ああ　人生って
人生って　ああ

私は迷信を信じるのよ
世界で一番たちが悪いわ
はしごの下は絶対くぐらないし
ウサギのしっぽだっていつも身につけてるわ

そんな私でもチャレンジできるのよ　いつでも　どこへでも
名前を言ってみて　そこに行くから
バンジージャンプだってかまわない　やっちゃうわ

人生　ああ

いろいろあったけど
私だけじゃないのよ
人生は楽しくなるわ　そう願えば
夢をかなえるのは見た目ほどやさしくないけど
世界を飛び回りたいでしょ
きれいな気球に乗って

ああ　人生って

5 Read About the Lyrics

　曲の中にはある特定の意味やメッセージを持っているものがある。それ
らの曲はしばしば，愛や落胆の気持ちのような強い感情を表現している。
時に，歌手は人生について，または実際に彼らに起こったことについて個
人的なコメントをしたりする。「ライフ」はこの種の歌だ。
　この歌の中で，歌手，デズリーは自分自身を紹介している。彼女は，特
にひとりきりのときに暗闇が怖いと語る。デズリーは，陽気な歌詞を使っ
て，幽霊に出会うより家でテレビを見て，安全で快適に過ごしているほう
がいいと述べている（「むしろトーストを食べながら夜のニュースを聞い
ていたほうがいい」）。
　デズリーは迷信を信じている。彼女は決して，はしごの下を歩くような
縁起の悪いことはしない。縁起をかつぐ人々は，傘を家の中で開いたり，
鏡を壊したり，はしごの下を歩いたり，塩をこぼしたりといったことをす
ると不運を招くと信じているからだ。デズリーは，災難から身を守るため
に，幸運のお守り（ウサギのしっぽ）を持っている。
　彼女はまた，自分の人生を楽しんでいて，挑戦することを恐れない。た
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とえば，バンジージャンプのような危険なスポーツである。しかし，デズ
リーは現実的な人でもある。彼女は，自分の夢を実現するのは簡単でない
ことを知っている。この歌は何か特別なメッセージを持っているわけでは
ないが，デズリーのファンに彼女のことをもう少し知る機会を与えてくれ
る。

6 Read All About Des’ree

　デズリーはサウスロンドンで育った。彼女の両親は，カリブ諸島から英
国に移住した。子供のころ，彼女の両親は彼女に，英国のポップミュージ
ックのほかに，レゲエやカリプソ，ジャズとともに彼らの島のサウンドを
紹介した。デズリーは14歳のとき，彼女は音楽を作って暮らしたいのだと
いうことがわかっていた。彼女はまた読書や詩を書くことも好んだ。彼女
はこれらの技能を使って彼女の文化や人生の経験について歌を書いた。
　1994年に，彼女のヒットシングル「ユー・ガッタ・ビー」が彼女のアメ
リカ進出を可能にした。この歌のインパクトがあまりに並外れていたため，
すぐにアメリカ中のヒットとなる。「ユー・ガッタ・ビー」は，VH1（ケー
ブルテレビ局のひとつ）で最も多く流されたビデオとなって，全米記録を
更新し，80週以降もまだビルボードの反復放送にチャート入りしていた。
その結果，デズリーのセカンドアルバム『アイ・エイント・ムービン』は
世界中で160万枚以上の売り上げを見せた。事実，この歌のインパクトが
非常に大きかったため，「ユー・ガッタ・ビー」は，英国皇太子妃ダイアナ
に捧げる記念アルバムに選ばれた。
　デズリーはまた，映画界でも忙しく活動し，スパイク・リーの『クロッ
カーズ』や『セット・イット・オフ』，最近では彼女自身のスクリーンデビ
ュー作となった『ロミオとジュリエット』にサウンドトラック用素材を提
供している。デズリーの将来は間違いなく明るい。彼女の独自のスタイル
と声は多くの音楽記録を破り，より一層の更新に疑いの余地はない。

Unit 10

正解

2 Listening for Language

1. like classical
2. dog got
3. get together
4. hate to

get going
5. Next time
6. look great
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7. hard to
8. job pays
9. next door

10. old to

3 Conversations in Action

1. slept past 8:00
drink coffee

2. just half finished
need to work harder
not forget to meet
won’t let this happen

4 Lyrics

1. celebrate
2. first
3. fact
4. April
5. wedding
6. what
7. must say
8. just
9. care

10. called
11. mean
12. bottom
13. heart
14. light
15. Not
16. thanks
17. what
18. heart
19. could

6 Read All About Stevie Wonder

1. Blind
2. musical
3. artistic
4. racial
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5. true
6. generous

試訳

4 Lyrics

新年のお祝いだからというわけでもなく
チョコでくるんだハート型のバレンタイン・キャンディーをあげるときだ
からというわけでもない
3月の春の訪れでもないし
歌いたい歌があるわけでもない
ただ平凡な一日がまた来ただけ

4月の雨が降るわけでもなく
花が咲き競う5月だからというのでもなく
6月の土曜日に結婚式があるからというのでもない
それはね　本当のこと
君に言わずにいられない3つの言葉さ

*アイ・ラブ・ユーって
言いたくて電話したのさ
大好きだって伝えたくて
あなたを・愛して・います
と言いたくて電話したのさ
心の底からそう思ってる

夏至が来たからというのではなく
暑い7月だからというのでもなく
満月が8月のロマンチックな夜を
照らしているからというのでもない
秋風が吹いてきたからというのでもなく
枯れ葉が舞っているからというのでもなく
渡り鳥が南の空へ旅立つ時期だからというのでもない

天秤座の太陽でもなく
11月のハロウィーンでもなく
12月の楽しいクリスマスに感謝するわけでもない
それはね　古くさいけど新しいもの
ほかのどんな言葉でも
君の心を満たせない3つの言葉さ

*繰り返し
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5 Read About the Lyrics

　一年のうち，何日かはお祝いが求められる。誕生日や祝日というのは，
いつもの日常的な活動から時間を割いて，特別なイベントを祝ったり，お
互いに感謝の気持ちを表したりする多くの行事のごく一部だ。われわれは
その特別な日が来るのを，念入りに準備をしたり，プレゼントを買ったり
して，期待して待つ。「心の愛」は，「愛している」と言うのに，特別な機
会を待つ必要はないことを気づかせてくれる並外れたラブソングだ。
　この歌の最初の2節は，このほかならぬ日は祝日でもなければ，記憶す
べき特別な出来事があるわけでもないと述べている。この日は，歌が言っ
ているように，いつもと同じ平凡な日だ。しかしながら，この歌手が恋人
に電話して愛していると告げるのに選んだのがこの日なのだ。このように，
彼は，これらの言葉を告げるために特別な理由などいらないと彼女に知ら
せることができるのである。
　（そう言うことを）期待されているという理由だけで，人はしばしば特別
な日に「愛している」と言うのだとおそらく彼は知っているのだろう。彼
は予期せぬことをして恋人を驚かせたいと思い，愛を宣言することで，普
通の日を特別な日にしてしまうのである。彼はこれをI love youというたっ
た3つの小さな言葉の力で成し遂げる。その男性は誠実なので，特別な雰
囲気や満月のようなロマンチックな設定は必要ないのだ。「心の愛」は，最
もありふれた日も，身近な人に愛を表現すれば特別な日になりうると教え
ている。

6 Read All About Stevie Wonder

　スティービー・ワンダー（本名スティーブランド・モリス・ジャドキン
ス）は1950年にミシガン州サギノーに生まれた。生まれたときから盲目だ
が，スティービーはこのハンディキャップを彼の音楽的野心を手に入れる
際の妨げにはさせなかった。彼は7歳のときピアノを習い始め，9歳までに
はドラムとハーモニカをマスターしていた。彼の音楽的才能はすぐに発見
され，彼はモータウン・レコードの創始者，バリー・ゴーディーに紹介さ
れる。バリーはスティービーと自社レーベルとのレコーディング契約に署
名。彼の名前をリトル・スティービー・ワンダーとする（リトルは1964年
に外される）。1963年のリリース，「フィンガー・ティップス・パート2」は
スティービーの最初のナンバーワンヒットとなる。わずか 13歳だった。
1965年から 1970年には，スティービ―はモータウンの重役たちが彼のた
めに選んだ曲をレコーディングした。
　いくつかのヒットはあったものの，70年代初めまでは彼の可能性を完全
には発揮していなかった。その時期に，彼は芸術的な自由をより多く与え
られた。ブラックミュージックでシンセサイザーを使う先掛けとなり，ス
ピリチュアルな歌や人種の調和についての歌を書いた。1972年から1974年
には，スティービ―は3つのヒットアルバムでトップチャート入りした。
『心の詩』『トーキング・ブック』（「迷信」と「サンシャイン」をフィーチ
ャー）『インナービジョンズ』だ。
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　彼はグラミー賞を15回取っている。1976年には『キー・オブ・ライフ』
が全米ナンバーワンアルバムになり，この中にはヒット曲「回想」とデュ
ーク・エリントンに捧げた「愛するデューク」が含まれていた。1984年に
彼は『ウーマン・イン・レッド』のサウンドトラック音楽を作曲し，「心の
愛」でアカデミー賞を獲得した。
　スティービ―は彼の音楽的才能を伸ばし続け，愛と尊敬という彼の信念
に常に忠実であり続けている。彼は作曲家，プロデューサー，歌手，ミュ
ージシャンとして，ほかのパフォーマーたちのために気前よく曲を提供し
ている。また，USAフォー・アフリカおよびディオンヌ・ワーウィック・
アンド・フレンズによるレコードの利益になるように彼の才能を提供して
いる。

Unit 11

正解

2 Listening for Language

1. won’t be
2. what happened
3. mustn’t keep
4. meet me
5. brand new
6. Think twice
7. You’d be
8. bad connection
9. up to

10. lend me

3 Conversations in Action

1. I’ll get back to you later
2.  I’d better get going

4 Lyrics

1. favorite songs
2. made me
3. they’d gone
4. Just like
5. still shines
6. they’re
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7. get to
8. make me
9. good time

10. changed
11. would sing
12. sound
13. good
14. best
15. back clearly
16. make me

試訳

4 Lyrics

若いころよくラジオを前に
好きな歌がかかるのを楽しみに待っていたわ
その曲がかかると一緒に口ずさんで
思わずほほ笑んだものよ

楽しかったあのころ
そんなに昔のことじゃない
どこに行っちゃったのかしらと思っていたけれど
戻って来てくれたわ
久しぶりに昔の友達に会えたみたい
みんな好きだった曲ばかり

*あのシャラララやウォウウォウのひとつひとつが
いまでも輝いてるの
シンガリンガリンと始まる曲も
とってもすてき

歌の中で女の子が男の子にふられちゃうところに来ると
涙が出てきちゃう
昔みたいに
あのころが戻って来たみたい

昔の過ぎ去った日々を思い出すと
いまがちょっぴり悲しく思えてくるの
昔と全然違うから

あのころよく口ずさんでいたのはラブソング
歌詞も全部覚えてた
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懐かしいメロディーはいまでも心地よく響いて
時の隔たりを溶かし去ってくれる

*繰り返し

一番の思い出がいまは鮮やかによみがえる
涙が出ちゃう思いでもあるわ
まるであのころと同じね
あのころがまた戻って来たみたい

*繰り返し

5 Read About the Lyrics

　おそらく，ポップミュージックの最も愛すべき性質のひとつは，私たち
を過去の時代に運んでくれる力だろう。お気に入りの古い歌の一節をほん
の少し聴くだけで，長い間忘れていた出来事や記憶を呼び覚ますのに十分
だ。「ゴールデンオールディーズ」と呼ばれているこれらの歌を聴くと，な
ぜか過去の瞬間をまるで昨日起きたことのように追体験させられる。これ
は，ポップミュージックが私たちの日常生活と深く結びついているからだ。
こうした歌は，社会のいまの空気を反映しているだけでなく，新しい流行
をつくり出す一助にもなっている。
　「イエスタデイ・ワンス・モア」は，60年代，70年代のポップミュージ
ックが持つ感情に訴える力に対する音楽的賛美である。最初の節でこの歌
手は，若かったころDJがお気に入りの歌をかけてくれるのをどんなに心待
ちにしていたかを語る。しかし，2番目の節で，時がたち，彼女はもはや
これらの歌を聴けなくなっていることがわかる。「でも，歌はもう一度戻っ
てきた」は，これらの歌が人気を取り戻し，もう一度ラジオで聴けるよう
になったことを述べている。「長いこと会っていなかった友達」に出会った
かのように，もう一度その歌を聴いて彼女はうれしく感じている。
　60年代と 70年代初期のポップミュージックは特にこれといった意味の
ない繰り返しがよく用いられていたが，これはメロディーを進めていくの
に役立っていた。「シャラララ」とか「ウォウウォウ」といった言葉は多く
の場合，単に楽器の演奏を声でまねているだけだ。しかし，その繰り返
しの手法は非常に人気を博し，当時の多くの歌に用いられた。
　この歌手は，これらの古いラブソングは彼女を魅惑する力をいまだに持
っていると感じている。事実，それらの歌を聴くと彼女は涙を流し，とて
も悲しく昔のことが懐かしい気持ちになる。この歌はポップミュージック
の「永続する力」を示す完璧な例だ。今日楽しんで聴いている歌は，きっ
と間違いなく来るべき将来に同じ効果を私たちに与えてくれるだろう。見
ていてごらん！
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Unit 12

正解

2 Listening for Language

1. can’t stand
2. can

can’t
3. wouldn’t take
4. could sing
5. can’t wait
6. should try
7. can do
8. could do
9. would accept

10. couldn’t we

3 Conversations in Action

1. I couldn’t ask for more
Can’t complain

2. can dial out
can’t seem to get

4 Lyrics

1. can reach
2. could see
3. everything
4. find
5. dreams
6. can change
7. sunlight
8. would think
9. could change

10. could be
11. take you
12. kingdom
13. fool
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14. could change
15. could change
16. sunlight
17. would think
18. could change

6 Read All About Eric Clapton

d → c → b → a

試訳

4 Lyrics

星に手が届いたら
ひとつ取ってあげるよ
僕のハートにつけて輝かせるのさ
僕の本当の気持ちがわかってもらえるようにね
心の中のこの愛の気持ちがすべてだってこと
でもいまはそのことは
僕の夢の中だけにとどめとく

*世界が変えられたら
君の宇宙の日の光になるよ
僕の愛の気持ちがすばらしいものだってわかるようにね
世界が変えられたら

もし僕が王様だったら
たとえ一日だけでも
君を王妃にしてあげるよ
それ以外考えられない
そして僕らの愛が治めるのさ
ふたりでつくったこの王国を
それまで僕は愚か者になるよ
そんな日が来るのを願い続けるような

*繰り返し
この世を変えられたら

この世界を変えられたら
君の宇宙の日の光になるよ
君が僕の愛をすばらしいものと考えてくれるようにね
僕が世界を変えられたら（X3）
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5 Read About the Lyrics

　毎日の生活の中で，私たちは，できることなら変えたいと願うものが自
分の周りに見える。仕事を変えたいと願うかもしれないし，あるいは，悪
い状況を変えたいと願うかもしれない。この歌は，世界を変えられたらと
願う男についてのものだ。彼は世界中のすべての人々を変えたいと望んで
いるわけではない。世界中のすべてのものを変えたいと望んでいるわけで
もない。彼はただ，彼の恋人に彼の愛が本物であることを知ってほしいだ
けだ（「僕の本当の気持ちがわかってもらえるように／心の内に秘めてい
るこの気持ちがすべてだってこと」）。彼は「君の宇宙の中で太陽の光でい
ること」を望んでいる，と彼女に告げる。これは，彼は彼女に彼を信じて
ほしいと思っているということだ。また，彼は彼女を大切にし，彼女は彼
をいつも頼りにできるという意味でもある。
　もし彼が王だったら，彼は彼女を王妃に選び，彼らは共に永遠に幸せに
暮らすだろう。しかし，男はただ待つだけで，願いがかなうことを望むの
は愚かだということを知っている。それでも，彼は自分の本当の気持ちを
彼女に直接言うことができない（「しかし，差し当たり／それは僕の夢の中
だけの出来事なのだ」）。彼がどうして彼女に彼の気持ちを伝えられないの
かはわからない。おそらくいつか彼は彼女に言えるようになるのだろう。
そのときに，彼は真に彼の世界を変えることになるのである。
　この歌は，ジョン・トラボルタ主演の1996年の映画『フェノミナン』で
使われた。この映画の中で，男は不思議な力を授かる。しばらくは，彼が
実際に世界を変えられるかのように思われる。しかし，結局のところ，彼
が成し遂げる最も重要な変化は彼自身と彼の周りの人々の内なる変化なの
である。

6 Read All About Eric Clapton

(d) 1945年 3月 30日にイギリスのリプリーに生まれたエリック・クラプト
ンは，母親が彼のもとを去ったあと，祖父母に育てられた。テレビでジェ
リー・リー・ルイスの演奏を見て，ギターが弾けるようになりたいと触発
される。ステンドグラスのデザインを勉強するためにキングストン美術学
校に入学するが，授業中にギターを弾いたことで退学処分を受ける。肉体
労働者として仕事に就き，暇なときにはたいていエレキギターを弾いて過
ごした。
(c) 彼はいくつかのバンドに加わり，その後，ヤードバーズのメンバーと
なる。クラプトンは1965年に自分自身のバンド，クリームを結成。60年代
後半の最高のロックグループのひとつとなる。彼は70年代初めにヘロイン
中毒のために演奏を中断する。回復し，ヒットシングル「アイ・ショット・
ザ・シェリフ」を1974年に制作したが，再びアルコール乱用で健康を害し
た。
(b)彼はいくつかの成功したアルバムでもう一度カムバックしたが，彼の
幼い息子が高層アパートから落下して他界し，再び不幸に見舞われた。喪
に服している間，彼は作曲を続け，1992年に映画『ラッシュ』のサウンド
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トラックを用意した。サウンドトラックには彼の息子，コナーのために書
いた歌，「ティアーズ・イン・ヘブン」をフィーチャーし，それはヒットシ
ングルとなった。
(a)多くの困難にもかかわらず，クラプトンのキャリアは上昇を続けてい
る。1997年に，彼は『チェンジ・ザ・ワールド』でふたつのグラミー賞を
獲得。彼はすでにロックンロールの殿堂入りを果たしている。

Review Unit 3

1 Video Dictation

1. let you know what’s up
2. much change did you get
3. is this seat taken
4. let’s get down to business
5. can say that again
6. get back to you
7. could stay here a little longer
8. jot down your phone
9. look depressed

What’s eating
10. throwing a big party

Won’t you join us

2 Listening for Meaning

1. 2)    2. 2)    3. 3)    4. 2)    5. 1) 6. 3)    7. 3)    8. 4)

Unit 13

正解

2 Listening for Language

1. keep in
2. pick up
3. Make up
4. Look out
5. make out
6. depend on
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7. work out
8. take off
9. out of

10. should I

3 Conversations in Action

1. take a look at
2. be sure to keep in touch

as soon as I get there

4 Lyrics

1. stay
2. way
3. think of
4. And I
5. That is
6. cry
7. what you
8. treats you
9. dreamed of

10. above all
11. And I

6 Read All About Whitney Houston

1. exposed
2. appeared
3. included
4. co-starred
5. highlighted
6. enabled

試訳

4 Lyrics

もし私がこのままいたら
あなたの邪魔になるだけ
だから行くわ　でもわかってる
離れながら思い続けるの　あなたのことを
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*いつまでも愛してるわ
本当よ

ねえ　あなた

甘くてほろ苦い思い出たち
それだけを道連れにあなたのもとを去って行くわ
だから　さよなら　泣かないで
お互い承知してるの　あなたが私を必要としていないことを

*繰り返し

願ってるわ　人生があなたにやさしくしてくれるのを
そしてあなたがほしいと願っているものが　手に入るように
喜びと幸せを祈るわ
でもそれ以上に　祈るの　愛を

そしていつもあなたを愛するわ
いつも愛してる
いつまでも…

5 Read About the Lyrics

　愛の本質は，多くのさまざまな特質と性格からなるものであるというこ
とを私たちは知っている。その中には，親切，正直，他人に対する真の気
遣いなどがある。「オールウェイズ・ラブ・ユー」は，利己的でない愛の重
要性を強調した歌だ。
　この歌の最初の歌詞は，ふたりの恋人がいままさに別れようとしている
ことをリスナーに告げる。どうして別れるのかという理由ははっきりしな
いが，聴いていると，女性は恋人の将来の幸せを邪魔したくなくて彼のも
とを去ろうとしていることがわかる。彼女は彼のもとを去るつもりなのだ
が，仕方なくそうするのであって，彼女にとって彼を忘れることは簡単で
ないことがわかるのだ。
　彼女が携えていく「ほろ苦い思い出」は，どんな関係にもよい時期と悪
い時期があり，すべてに対して完璧さを求めることはできないことを思い
起こさせてくれる。「私はあなたが必要としているものではないと私たち
はふたりともわかっている」という彼女のコメントは，彼女が彼の将来に
かかわることはできないと両者とも知っていることを認めている。どんな
理由があったとしても，別れる決意は彼にはできず，彼のために彼女がそ
うしているのである。
　歌は，恋人が成功したよき人生を送れるようにという彼女の願いの表現
で終わる。彼女はまた彼が楽しく，幸せな，とりわけ愛に満ちた人生を送
るようにと願う。この歌は，彼を常に愛するという彼女の誓いで終わって
いる。
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　1974年にカントリー歌手ドーリー・パートンにより書かれ歌われ，映画
『ボディガード』の愛のテーマ曲としてホイットニー・ヒューストンがカバ
ーしたこの歌は，1992年のすべての販売記録を更新し，ポップ音楽史上最
大の売り上げのシングルとなった。この心温まるラブソングは，世代を問
わず，あらゆるジャンルの音楽愛好者のお気に入りの曲となっている。

6 Read All About Whitney Houston

　ホイットニー・エリザベス・ヒューストンは1963年8月9日，ニュージ
ャージー州，ニューアークに生まれた。リズム・アンド・ブルースとゴス
ペル歌手だった母親シシー・ヒューストンと，いとこにあたるポップとゴ
スペルの花形歌手ディオンヌ・ワーウィックを通して，子供のころからホ
イットニーは音楽に触れていた。彼女の才能あふれる音楽家族は，彼女に
生来の歌う力を伸ばすよう励ました。いとこと同様，ホイットニーはその
音楽キャリアをゴスペル歌手として始め，11歳のとき初めて大衆の前でひ
とりで歌を歌った。ホイットニーはチャカ・カーンのようなアーティスト
の伴唱を務めた。10代のころは，よく母親と一緒にコンサートや地元のニ
ューヨークのクラブで歌った。その後，彼女は『グラマー』や『セブンテ
ィーン』のような雑誌にモデルとして登場し，米国のテレビ番組でいくつ
かの役を演じた。
　1983年に，アリスタ・レコードの会長クライブ・デイビスがホイットニ
ーのステージショーに参列した。彼は直ちに彼女とレコーディング契約を
結ぶ。彼女のデビューアルバム『ホイットニー・ヒューストン』（1985年）
には「すべてをあなたに」や「グレイテスト・ラブ・オブ・オール」のよ
うなヒット曲が含まれている。これは1300万枚以上売り上げた。それは米
国における史上最高の売り上げのデビューアルバムであるだけでなく，黒
人女性アーティストによる最も成功したソロアルバムでもあった。
　映画『ボディガード』で，ホイットニーは初の映画出演をこなし，オス
カーを勝ち取った俳優兼監督，ケビン・コスナーと共演した。ヒュースト
ンの歌6曲がその映画で際立って用いられ，そのおかげで『ボディガード』
は3300万枚以上の最高売り上げのサウンドトラックとなった。サウンドト
ラック中の最初のシングル，「オールウェイズ・ラブ・ユー」は商業上史上
最大の売り上げのシングルとなる。ホイットニー・ヒューストンの際立っ
た声とまれな才能により彼女は音楽界，映画界の両方における国際的スー
パースターとなった。
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Unit 14

正解

2 Listening for Language

1. can I
2. join us
3. None of
4. in advance
5. in a
6. in order
7. when I
8. ran into
9. turn out

10. came up

3 Conversations in Action

1. Can you come out and play
Something came up
Can I take a rain check

2. can I help
open an account
along with your ID

4 Lyrics

1. lose
2. day
3. throw
4. story
5. Hold
6. hold on
7. die
8. Dreams
9. and I

10. must learn
11. Hold on
12. Someone is
13. dream about



49

14. Warm our
15. hold on
16. dreams
17. high

6 Read All About Diana Ross

1. called
2. enjoying
3. won
4. produced
5. seen

試訳

4 Lyrics

道を見失わないで
過ぎ行く毎日に
ここまでやって来たじゃないの
だから放り投げないで

信じて生きるのよ
夢は紡ぎだすものだから
奇跡がいまにも始まりそうだわ
あなた自身の人生を生きて
信義　希望　栄光
心の中の真実を離さないで

*一緒にがんばれば
夢は決して死に絶えたりしないわ
夢は永遠に見られるものよ
雲が次々と通り過ぎて行くわ
あなたと私のために

風に吹かれた魂は　時には曲がることを覚えなくては
星を見つけるの
最後までがんばるのよ
谷　山
泉が
私たちの涙を流してくれる
祈りの言葉がこだまして聞こえてくるわ
誰かがお祈りをしている声よ
無事家に帰れますように
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*繰り返し

暗闇にいるとき
太陽のことを夢見るの
そうすれば暗闇にいても光を感じられるわ
心を温めましょう
みんなで

一緒にがんばれば
私たちの夢は決して死に絶えたりしないわ
いつまでも夢を見られるわ
魂が高く飛べるくらいの空で
雲が次々と過ぎ去って行くわ
あなたと私のために

5 Read About the Lyrics

　君は夢を持っているだろうか。夢や目標を持つことは大切だ。なぜなら，
それは私たちに目的意識を与えてくれるから。それはまた，私たちが夢の
実現を可能にさせ，それによって目標が達成できるように，私たちのエネ
ルギーをそちらの方向に向ける手助けをしてくれる。「イフ・ウィ・ホール
ド・オン・トゥゲザー」は，夢を持つ大切さについての歌であり，夢を実
現しようと努力することを決してあきらめないように私たちを勇気づけて
くれる。
　この歌の最初の節は私たちに夢をあきらめて捨ててしまわないようにと
アドバイスする。リスナーに「あなた自身の人生を生きなさい」と語るこ
とで，歌手は夢を持つだけでは十分でないと私たちに知らせたいのだ。私
たちは，その夢を実現させることに積極的に参加しなくてはならないので
ある。
　夢を選ぶのは，長い旅を始めるのに似ている。ひとたび道を選んだら，
どんなに小さくても，目標に向かって一歩進む努力を毎日しなくてはいけ
ない。自分の心にある真実を離さずに，自分自身と，直面するかもしれな
いどんな障害をも克服する力を固く信じることでこれが可能になるのだ。
歌手はまた私たちに柔軟であれと助言する（「風に吹かれた魂は曲がるこ
とを学ばねばならない」）。なぜなら，目標に達する旅は容易ではないから
だ。
　状況がどんなに難しく思えても，「共に支え合い」あきらめないようにお
互いに励まし合うことを忘れないようにしなくてはならない。「イフ・ウ
ィ・ホールド・オン・トゥゲザー」は，夢は本当に実現できるというメッ
セージで私たちを勇気づけてくれる。ただし，それには絶え間ない努力と
決意が不可欠なのだ。
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6 Read All About Diana Ross

　ダイアナ・アーネスティーン・ロスは1944年ミシガン州デトロイトに生
まれた。高校のときにプライメッツと呼ばれるグループで歌い始める。プ
ライメッツは1961年にモータウン・レコードと契約し，名前をシュープリ
ームスに変えた。60年代にグループが著しい成功を収めたあと，ダイアナ
は1970年にグループを去り，ソロ活動を始める。彼女のセンチメンタルな
ラブバラードとディスコポップとの特別なブレンドは，彼女を70年代に最
も成功した女性ポップ歌手のひとりにした。1972年に，偉大なジャズシン
ガー，ビリー・ホリデイの伝記映画『ビリー・ホリデイ物語／奇妙な果実』
に出演し，アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた。また，『マホガ
ニー物語』に出演し，『ウィズ』ではマイケル・ジャクソンと共演した。ダ
イアナは1973年に「タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング」でもう一度全
米ナンバーワンを獲得。1976年には，「ラブ・ハングオーバー」のディス
コヒットで，彼女の音楽的な多様性を発揮した。
　ダイアナは1981年にモータウンを離れ，RCAレコードとキャピタル・レ
コードと契約を結ぶ。自分自身の制作会社を作り，「恋はくせもの」や「ア
イ・ウィル・サバイブ」を含むいくつかのヒット曲で成功を続けた。彼女
はまた，ジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグ制作のアニメ
映画『リトルフットの大冒険／謎の恐竜大陸』の有名なテーマソング「イ
フ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー」をリリースした。この曲は，日
本のドラマ『思い出にかわるまで』のテーマソングに使われ，日本ではさ
らなる人気を得た。ダイアナはちょうど音楽活動40周年を祝ったばかり
で，この10年間に新しい曲のリリースは減ったものの，彼女の人気はこれ
までと変わっていない。

Unit 15

正解

2 Listening for Language

1. She’s on another
2. sleep on it
3. keep an eye
4. in an emergency
5. gave it away
6. wrap it up
7. make it up
8. call it a
9. run out of

10. leave it up
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3 Conversations in Action

1. check it out
to see if it’s set up

2. back in about an hour

4 Lyrics

1. can
2. mixed emotions
3. debt
4. thankfulness
5. success
6. child inside
7. hands
8. close
9. keep us apart

10. written
11. explain
12. cause you
13. again and

6 Read All About John Lennon

1. fascinated
2. began
3. retired
4. murdered
5. participated

試訳

4 Lyrics

（もう半分の空のために）

ウーマン　なかなか言い表せないよ　僕の複雑な心境を
自分の思いやりのなさの
結局いつになっても君に借りがあるのさ
ウーマン　なんとか伝えたい
僕の心と感謝の気持ちを
だって成功の本当の意味を教えてくれたのは君だから

ああ
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ウーマン　君はわかってくれてるね
大人の男の中にある子供っぽいところをさ
覚えておいてよ　僕の人生は君の手に委ねられてるってこと
だから　ウーマン　僕を君の心に引き寄せて
どんなに離ればなれになろうとも　ふたりの間を引き裂かないで
だって天の星にそう書いてあるんだから

ウーマン　説明させておくれよ
君を悲しませたり苦しめたりするつもりはなかったんだよ
だから繰り返し何度でも言わせておくれ
愛してる　いまも　そしてこれからも

5 Read About the Lyrics

　ジョン・レノンにより書かれたこの歌は，彼の妻，オノ・ヨーコに対す
るわびと感謝の気持ちを表した特別メッセージだ。男と女は全体をふたつ
に分けた半分ずつであるとよく言われる。これこそがこの歌は「もう半分
の空のため」のものだと述べたときの歌手の気持ちである。
　彼は，どんなに彼が彼女を愛し感謝しているかを表現できる言葉は見つ
からないと彼女に言う。彼は，成功の本当の意味を示し，それを達成する
のを助けてくれたことを彼女に感謝する。
　大人になっても，時々私たちは子供のように振る舞うことがある。この
歌手は妻が彼の振る舞いを理解してくれることに感謝している。「僕の人
生は君の手の中にある」と彼女に告げることで，歌手は，彼にとって彼女
がいかに大切であるかを知らせるのだ。彼は彼女に彼のことを愛し続ける
ように頼み，たとえ遠く離れていても，何ものもふたりを隔てることはで
きないと知ってほしいと思っている。一緒にいることはふたりの運命であ
ると感じているのだ。
　この歌手は，彼女を傷つけてどんなに申し分けなく思っているかを歌の
終わりで表現している。彼は彼女を永遠に愛することを知ってほしいと思
っている。この歌は，愛する者に対してどれだけありがたく思い，彼らの
愛がどれほど大切かを語る必要があるということを気づかせてくれる。ま
たこの歌は，誰か，特に愛する誰かを傷つけたときに，許しを請うよう励
ましてくれる。

6 Read All About John Lennon

　ジョン・レノンはイギリスのリバプールで1940年10月9日に生まれた。
ティーンエイジャーのころロックンロールに魅せられ，リバプールの高校
でクオリーメンというバンドを作る。クオリーメンは1960年にシルバー・
ビートルズと名前を変え，のちにビートルズに再び変えた。
　1963年から 1970年まで，彼らは歴史上最も成功したロックグループだ
った。リーダーのレノンは彼らの最大のヒットソングとベストソングの多
くを書き，歌った。1969年に彼はビートルズとは別に彼の妻で前衛アーテ
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ィストのヨーコ・オノとともに録音や演奏をし始めた。彼の最初のソロア
ルバムは『ジョン・レノン／プラスティック・オノ・バンド』で，『イマジ
ン』がそれに続いた。
　彼は1975年に彼の息子，ショーンの育児を手伝うために音楽界から退い
た。1980年に『ダブル・ファンタジー』でカムバックし，これからのさら
なる録音と演奏の予定を抱えていたが，その1980年12月8日，ニューヨー
クの自宅のアパートの前で殺害されてしまった。レノンの死は世界中から
深い悲しみを呼び起こし，12月 14日には多数のファンによる10分間の黙
祷が彼に敬意を表して行われた。
　ジョン・レノンは歌手，ソングライター，ギタリスト，レコードプロデ
ューサー，著者，俳優，映画制作者，アーティスト，政治活動家であり，ポ
ップミュージック史上最も偉大な人物のひとりである。

Unit 16

正解

2 Listening for Language

1. take your
2. keep your
3. like yourself
4. bring yourself
5. Take your
6. Keep your
7. make yourself
8. beg your
9. like you

10. make you

3 Conversations in Action

1. What took you so long
2. I can help you with

Can you give me

4 Lyrics

1. like you
2. that you
3. won’t
4. And you
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5. be waiting
6. inside
7. one who
8. give you
9. Let me

10. let go
11. make you
12. that your
13. love
14. takes
15. make you
16. that your

6 Read All About Celine Dion

d → b → a → c

試訳

4 Lyrics

私の愛する腕の中にまた私を取り戻して
昔みたいに私を求めて
もう一度抱いて　そして思い出すのよ
私のほかに誰もいらなかったときのことを

行かないで　私の心はずたずたになるから
彼女は私みたいに愛してくれないわ
私はあなたのそばを離れない
彼女があなたのもとを去ったとしても
そしてここにずっと立っているから

*待ち続けるわ
心の中で
もっと愛せるのは私なの
あげられるのは私だけ
あなたが必要としているものすべてを
だからもっとあなたを愛させて

初めてのときみたいに私を見つめて
もう二度と離さないようにしっかり抱いて
私を信じるのよ
わからせてあげる
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あなたの心が知りたがっていることすべてを

*繰り返し

そしていつか
昔の愛が救われるときが来るわ
道はきっと見つけるわ

私を信じるのよ
わからせてあげる
あなたの心が知りたがっていることすべてを

*繰り返し

5 Read About the Lyrics

　ほとんどの人にとって，ラブソングとは恋愛の喜びをたたえる歌のこと
をいう。このカテゴリーにある多くのポップソングは時に浅薄で非現実的
だと批評される。しかし，このような歌は，その意気高揚させる歌詞と心
地よいメロディーのためにとても人気がある。
　これに対して別のタイプのラブソングがあるが，それは愛のもうひとつ
の，もっと深刻な面を扱っている。このタイプのラブソングは「トーチソ
ング」として知られている。これらの歌は片思いの物語や，悲嘆に終わる
ほろ苦いロマンスの話を語る。
　「トゥ・ラブ・ユー・モア」は，歌手が彼女の元恋人にもう一度自分を取
り戻してくれるよう懇願するところから始まるトーチソングだ。どうして
そのロマンスが終わったかは語られていないが，聞き手は歌手が「彼女は
私のようにはあなたを愛さない」と言うところで，手掛かりが与えられる。
どうやら，彼女の元恋人はほかの女性と関係を持ち始めたらしい。この歌
を歌っている女性は，この関係は長く続かず，この新しい愛は彼女の愛ほ
ど長続きはしないと確信している。歌手は，彼女の元恋人がもう一度彼女
を愛してくれさえしたなら，ふたりは昔のような愛を取り戻す方法を見つ
けることができると信じている。
　この歌は，彼女の恋人が戻るのを待つという歌手の意思で終わっている。
これが本当に起こるかどうかについては何の手がかりもない。むしろ，私
たちは，愛は多くの喜びをもたらしてくれる感情だが，大きな悲しみをも
たらす可能性もあるということを最後に知るのである。

6 Read All About Celine Dion

(d) 90年代の最もポピュラーで才能あるポップボーカリスト，セリーヌ・
ディオンは真に国際的なスーパースターとなった。カナダのモントリオー
ルに近い小さな町，シャルルマーニュに生まれたセリーヌは，5歳のとき
家族とともに音楽を始めた。12歳のとき，彼女はフランス語の歌を作り，
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著名な個人マネジャー，ルネ・アンジェリルに注目された。彼はセリーヌ
の初期のキャリアを援助した。数年後，1994年に，26歳という年の違いに
もかかわらず，ふたりは結婚した。
(b)彼女は1982年に東京のヤマハ世界音楽祭でゴールドメダルを獲得した
とき，初めて認められ始めた。その後も数々の賞を取り続け，1988年にア
イルランドのダブリンで行われたユーロビジョン・ソング・コンテストで
優勝。セリーヌの国際的な飛躍はアニメーションのヒット映画『美女と野
獣』のタイトルソングのレコーディングをしたことによる。この歌はさま
ざまなヒットチャートでナンバーワンとなり，アカデミー賞とグラミー賞
の両方を受賞した。
(a)彼女はこの成功のあと，2番目の英語のアルバム『セリーヌ・ディオン』
を作成。このアルバムは，「ラブ・キャン・ムーブ・マウンテンズ」「ウォ
ーター・フロム・ザ・ムーン」「イフ・ユー・アスクト・ミー・トゥー」「デ
ィド・ユー・ギブ・イナフ・ラブ」を含む4つのさらなるヒットシングル
を生み出した。クラシックのデュエット「ウェン・アイ・フォール・イン・
ラブ」（『めぐり逢えたら』のサウンドトラックから）とヒット曲「シンク・
トゥワイス」を含む彼女の次のアルバム『カラー・マイ・ラブ』は，ポッ
プ界のスーパースターとしての彼女の名声をさらに確立させた。セリーヌ
の4番目の英語アルバム『フォーリング・イントゥ・ユー』は，セリーヌ
のトレードマークとなったラブバラードとラブソング（「ビコーズ・ユー・
ラブド・ミー」のような）をフィーチャーしている。
(c) 彼女の最も成功したレコーディング，映画『タイタニック』からの「マ
イ・ハート・ウィル・ゴー・オン」で彼女は1998年のグラミー賞の最優秀
レコード賞と最優秀歌曲賞，最優秀女性ポップボーカル賞を獲得。セリー
ヌ・ディオンは90年代の主要なコンテンポラリー・ポップボーカリスト，
音楽史上最も成功したレコーディングアーティストのひとりとなった。

Review Unit 4

1 Video Dictation

1. don’t you check out the news
2. Let’s get out of here
3. take care of the matter
4. Don’t mention it
5. can I pick up a newspaper
6. What took you so long
7. only one I count on
8. gonna take it easy all day
9. keep your fingers crossed

10. Let’s grab a bite
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2 Listening for Meaning

1. 3)    2. 4)    3. 3)    4. 1)    5. 4)    6. 2)    7. 4)    8. 3)

Unit 17

正解

2 Listening for Language

1. pick her
2. saw him
3. leave us
4. tell him
5. to it
6. take her
7. bought them
8. call her
9. ask her

10. like them

3 Conversations in Action

1. What’s taking him so long
what’s happened to him

2. took a lot of courage to tell her

4 Lyrics

1. his
2. she
3. her
4. he
5. He
6. she
7. it
8. give you
9. hold on

10. don’t treat
11. his
12. him
13. He’s
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14. eyes
15. how

6 Read All About Michael Bolton

b → d → c → a → e

試訳

4 Lyrics

男が女を愛するとき
ほかに何も考えられなくなってしまう
この世界を彼が見つけたすばらしいものと交換してしまうかも
たとえ彼女が悪い女でも　彼にはそれがわからない
彼女は間違ったことをするわけがないと
親友にさえ背を向けてしまう
もし彼女のことを悪く言われたら

男が女を愛するとき
なけなしの金をはたいて
彼が必要としているものを決して離そうとはしない
生活を快適にするものをすべて捨ててしまって
雨の中で寝てしまう
女が男はそうあるべきだと言ったときには

男が女を愛するとき
自分の持っているものすべてを捨ててしまう
離さないように
君の大切な愛を
ねえ　だから　やさしくしてほしい

男が女を愛するとき
心の中では
きっと彼女が自分にみじめな思いをさせるんじゃないかと思ってる
もし彼女が彼をもてあそんだとしても
彼にはそれがわからないだろう
恋する瞳には見えないのだから

そう　男が女を愛するとき
男の気持ちがよくわかる
だって　ねえ　ねえ

男が女を愛するとき



60

男が女を愛するとき
男が女を愛するとき

5 Read About the Lyrics

　「男が女を愛する時」は男が深く恋に落ちたときにどんな気持ちかを説
明しようとする歌だ。男は恋に落ちたとき，彼が愛する女性との関係以外
のことには集中できないと説明することからこの歌は始まる。その女性に
対する気持ちがあまりに強いため，たとえ彼女が実際に悪いことをしても
男は彼女の性格の悪い部分に気づくことができない。彼は彼女に対する誰
からのいかなる批判をも許容できない。それがたとえ彼の親友からのもの
であってもだ。
　この歌はまた，恋する男の弱みについても説明している。女性の愛を離
さないようにできうる限りのことをしたとしても，彼女は彼を深く傷つけ
る力を持っていることを彼は心の中で知っているのだとその歌手は説明す
る。彼女が彼をひどく扱ったり，関係を悪用したり，彼の愛を利用したり
すると，こういうことが起こりうる。この歌は男がこの歌に示されている
男の愛の特徴と同じ心境になるところで終わる。彼は彼の恋人にこれが彼
の愛し方なのだと告げている。
　リスナーの中には，これらの特徴がセンチメンタルにすぎる，または現
実的でないと感じる人がいるかもしれない。しかし，それがまさにこの歌
が成し遂げたいことであり，この歌が格別心に訴える理由なのだ。愛を男
の立場から説明することで，この歌は，小さいながら力強い方法で，男と
女が互いにどのように愛し合うかをよりよく理解する一助となっている。

6 Read All About Michael Bolton

(b)マイケル・ボルトン（本名はボロティン）は，1953年，コネティカッ
ト州ニューへイブンに生まれた。幼いころから音楽に興味を示し，14歳の
とき，最初のバンド，ノーマッズを結成，プロとして歌い始める。1968年
に彼のグループはエピック・レコードと契約を結ぶ。そのバンドのふたつ
のシングルはどちらもチャート入りしなかった。
(d) 70年代後半に，彼はロックバンド，ブラックジャックのリードシンガ
ーになった。バンドが分裂したあと，彼は歌作りに専念し，コロンビアと
ソロレコーディング契約を結ぶ。彼は最初のアルバム『マイケル・ボルト
ン』を1983年にリリースした。このアルバム自体はヒットと考えられなか
ったが，批評家やロックラジオのリスナーには好評だった。
(c) 1987年，プロシンガーとしてのデビューリリースからほぼ20年のち，
アルバム『いざないの夜』からのシングル「この胸にときめきを」でソロ
アーティストとして初の大ヒットを収める。このとき以来，マイケルは一
流のポップとリズム・アンド・ブルースのアーティストとしての地位を確
立し始める。それに続いて出したアルバム『ソウル・プロバイダー』（1989）
はトップ10シングルを5曲含んでいた。「ソウル・プロバイダー」「ラバー
ズ」「我が心のジョージア」「ウィズアウト・ユー」「マイ・フィート・アゲ
イン」である。
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(a)マイケル・ボルトンは1991年に『タイム・ラブ・アンド・テンダネス』
をリリース。その成功により彼は国際的なスーパースターになり，「男が女
を愛する時」で最優秀男性ポップボーカル部門による2度目のグラミー賞
を獲得した。1992年にはリズム・アンド・ブルースとポップのルーツを彼
なりに解釈したコレクション，『タイムレス・クラシックス』をリリースし
た。
(e) マイケルの並外れた音楽の才能は，彼のソウルフルな歌い方だけでな
く，彼の歌作りの技量に明白に現れている。彼自身の作品を歌おうが，ク
ラシックなポップやリズム・アンド・ブルースをエレガントに叙情的に解
釈して歌おうが，リスナーに愛の力と情熱をとらえて伝えるマイケル・ボ
ルトンのユニークな才能は，彼を世界の最もポピュラーなレコードアーテ
ィストに位置づけている。

Unit 18

2 Listening for Language

1. What’s the
2. get the
3. on the
4. is a
5. in the
6. have an
7. made the
8. there’s a
9. were the

10. found a

3 Conversations in Action

1. grab a bite
I’m in the mood for pizza

2. you got up on the wrong side of the bed

4 Lyrics

1. snow
2. moon
3. passion
4. a
5. the
6. a crazy
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7. chance
8. save
9. set you

10. wrong
11. share
12. the
13. the
14. the
15. the
16. snow
17. moon
18. chance

6 Read All About Vanessa Williams

1. parents
2. dream
3. reputation
4. theme
5. role

試訳

4 Lyrics

時には6月に雪が降り
時には太陽が月の周りを回るの
あなたの目に私への熱い思いが見える
時には大きな驚きなの

だってこんなふうに願った日もあったわ
これが本当の愛だったらって
私がそう望んだんじゃなかったし　そうしようと思ったわけじゃない
でもともかくそれで十分だったの

*そして／だって　ふたりいま　こうして向かい合い立ってるわ
この世の中っておかしいわね
あきらめかけたちょうどそのとき
最後にいいものを残してくれたなんて

あなたが私に会いに来てくれた夜
ばかな女があなたを自由にしてくれたとき
どうやったのか　あなたには見当がつかなかったけど
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あなたがどうしちゃったのか　わからなかったけど

だって　ほかの誰かを愛せるなんて
私と同じ夢を見てるのに
あなたが一生懸命探してるものが
あなたの目には見えないこともあるわ

*繰り返し

あなたが一生懸命探しているものが
あなたの目には見えないこともあるわ

時には6月に雪が降り
時には太陽が月の周りを回るの
あきらめかけたちょうどそのとき
最後に一番すばらしいものを残してくれたわ
最後に一番すばらしいものを

5 Read About the Lyrics

　人生で私たちがほしいものがすぐ与えられないというときがある。私た
ちはしばしば辛抱強く，耐え忍ばなくてはならない。運がよく，運命がや
さしければ，少なくとも目標を達成できるときが来る。また運悪く，現実
に直面して結局夢は実現しないかもしれないという事実を認めなくてはな
らず，達成の望みを心ならずもあきらめるというときもある。「セイブ・
ザ・ベスト・フォー・ラスト」は，恋人とともにいたいという長年育んだ
願いが，ちょうどその夢をあきらめようとし始めたときに，思いがけずに
かなえられた若い女性について歌ったラブソングだ。
　歌は，6月に雪が降ったり，太陽が月の周りを回るといった予期せぬ出
来事のイメージから始まる。これは，歌手が私たちに不可能なことも時に
実際起きるということを覚えていてほしいからだ。またこれは，リスナー
の中にこの歌の後半で起きる予期せぬ出来事への期待感をつくり出す。歌
は続いてその歌手がすでに別の女性と関係を持っている男と恋に落ちたこ
とを語る。彼女はそのようになるとは思ってもいなかったのだが，実際そ
うなり，自分たちは決して一緒になれないだろうという事実を受け入れて
いた。
　この歌の3番目の節は，彼女の恋人がついにいま彼女と一緒にいられる
ようになったという予期せぬ驚きを明らかにする。彼は最高のものをとっ
ておいた（彼女がずっと待ちわびていた言葉だ）最後のために（彼女がこ
れらの言葉を聞く望みはないとちょうどあきらめたときに彼は彼女に告げ
た）。この歌は「時に，あなたが探しているまさにそのものはあなたには見
えないもの」という言葉で終わる。この言葉は，若い女性と恋人の両方の
ことを言っている。ふたりとも，ことがこのように運ぶとは考えられなか
ったのだから。
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　「セイブ・ザ・ベスト・フォー・ラスト」は，世界は本当に予測できない
場所であり，少なくとも愛に関係する限り，私たちは常に予期せぬことを
期待すべきだということを私たちに教えてくれる歌である。

6 Read All About Vanessa Williams

　バネッサ・ウィリアムズはニューヨーク州ミルウッドに生まれた。彼女
の両親はふたりとも音楽の先生で，幼いころから彼女の音楽に対する興味
を奨励した。彼女はシラキュース大学に通い，ミュージカルを専攻した。
バネッサは1983年にミス・アメリカのタイトルを勝ち取る。彼女はショー
ビジネスのキャリアの夢を追い続け，1988年にマーキュリー／ウィングと
レコーディング契約を結んだとき，彼女の努力は報われた。
　彼女のデビューアルバム，『ライト・スタッフ』は即座に成功した。何百
万枚もの売り上げを記録した1991年の『コンフォート・ゾーン』のリリー
スは，大ヒット「セイブ・ザ・ベスト・フォー・ラスト」を含み，一流ポ
ップスターとしての彼女の名声をさらに確立させた。3枚目のアルバム『ス
ウィーテスト・デイズ』では，ジャズのメロディーを巧みに扱った「エラ・
メンタル」や，アコースティックなバラード「ハイアー・グラウンド」，ポ
ップなリズム・アンド・ブルースの「ベチャ・ネバー」などで彼女の音楽
的多彩さを発揮した。彼女のトップ10入りは，ヒットテレビ番組『ビバリ
ーヒルズ高校白書』でのブライアン・マックナイトとのデュエット「ラブ・
イズ」と，ディズニー映画『ポカホンタス』のテーマソング「カラーズ・
オブ・ザ・ウィンド」で引き続き成功した。
　バネッサの業績は音楽界にとどまらない。彼女はブロードウェイのヒッ
トミュージカル『蜘蛛女のキス』にオーロラ／スパイダーウーマンの役で
出演したり，いくつかの映画やテレビ番組に出演している。彼女はまた，
ワーナー・ブラザーズの映画，アーノルド・シュワルツェネッガー主演の
『イレイザー』で共演した。バネッサ・ウィリアムズは，まさに完全なエン
ターテイナーだ。彼女はすでに短いキャリアの中で多くのことを成し遂げ
ているが，彼女の多彩な才能は確かに将来のさらなる成功を保証している。

Unit 19

正解

2 Listening for Language

1. at the
2. for all of
3. to

at
4. with us
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5. on the
6. for your
7. of it
8. afraid of
9. on a

10. about him

3 Conversations in Action

1. for you
kind of you
at the flower shop

2. waiting for you at the door
be down in a sec

4 Lyrics

1. in
2. in
3. for
4. in
5. to
6. them
7. at
8. in
9. spirit

10. from
11. in
12. at
13. on
14. of
15. for
16. with
17. for
18. to
19. check out

6 Read All About the Eagles

1. backing
2. gold
3. troubled
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4. replaced
5. disbanded
6. memorable

試訳

4 Lyrics

暗い砂漠のハイウェイ　髪をなびかす涼しい風
コリタスのほのかな香りが宙に舞い上がる
遠く前方に　ゆらゆら揺れる明かりが見えた
頭がくらくら　視界がぼやけてよく見えない
夜はここに泊まらざるを得なくなった
彼女は玄関に立っていた
そのとき教会の鐘の音が聞こえてきた
ふと思ったのさ
「これは天国かはたまた地獄か」ってね
そのとき彼女がろうそくに火をともし
部屋まで案内してくれた
廊下の向こうから声が聞こえてきた
こんなふうに言っていた気がする

ホテル・カリフォルニアにようこそ
とても素敵なところ
とっても
ホテル・カリフォルニアにはたくさんの空きがありますよ
いつでも見つかりますよ

彼女のハートはティファニー狂い　メルセデスベンツ病
彼女の周りには友達というたくさんのかわいいつばめたち
見てよ　中庭で踊り狂ってるさまを　心地よい夏の汗を流して
思い出すために踊っている者たち　忘れるために踊っている者たち
そこでボーイ長を呼んでこう言ったのさ　「おれのワインを持って来てく
れ」とね
彼が言うには「そのスピリット（酒／精神）は1969年から切らしてます」
そして例の声がまだ遠くから聞こえてくる
それで真夜中に目が覚め
やつらがこう言っているのが聞こえた

ホテル・カリフォルニアにようこそ
とても素敵なところ
とっても
ホテル・カリフォルニアで豪勢な暮らし
なんて素敵な驚きだ　アリバイを持って来な
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天井には鏡
氷が入ったピンクのシャンパン
彼女が言うには「私たちみんなここでは自分たちの作ったわなにはまった
囚人なの」
そして主人の部屋では
みんながうたげに集まって
鋼のナイフで突き刺すが
その獣を殺すことはできないでいる

いま思い出せることといったら　そこから出ようとドアに向かって走って
いたことだけ
もと来た道に戻ろうとしていたのさ
「落ち着いてください」と夜警の男がおれに言った
「私どもはお客さまを迎えるようにだけプログラムされているのです
いつでもお好きな時間にチェックアウトできますが
ここから出ることはできないのです　あしからず」

5 Read About the Lyrics

　アメリカの西部は，新たな好機と新しい人生を始めるチャンスを求める
者を常に魅了してきた。ハリウッドの故郷，日の当たるビーチ，ユニーク
なウェストコーストのライフスタイルのカリフォルニアが，数世代にわた
るアメリカ人にとって，世界中の人々にとってと同様に夢の土地になった
のは不思議でない。しかしながら，多くの者にとって，カリフォルニア・
ドリームは実現しなかった。「ホテル・カリフォルニア」は，逃避と過剰と
いうテーマと70年代後半にカリフォルニアが提供したよりネガティブな側
面を持つライフスタイルの犠牲となる危険性に焦点を当てたロックソング
だ。
　歌はカリフォルニアのハイウェイを旅人がドライブしているところから
始まる。彼は遠くに明かりを見つけ，ホテルだと思い，そこに一晩泊まろ
うと決める。しかし，この歌の中のホテルは，まったくホテルなどという
ものではなく，カリフォルニア州のメタファー（隠喩）なのである。ドラ
イバーは，そのホテルのハイウェイ上に「ゆらめく光」に魅せられる。ち
ょうど，カリフォルニアが「カリフォルニア・ドリーム」を体験したい何
千人もの人々を魅了したように。
　「ここは天国かもしれないし，地獄かもしれない」というのは，このライ
フスタイルを受け入れることは危険を伴うという警告だ。その体験は有益
にもなりうるが，落胆するかもしれないし，悪くすれば危険でもあるから
だ。この3番目の節で，歌手が，コカインやほかのドラッグの過剰使用を
含む自堕落なライフスタイルを批判しているところで，歌のムードは冷笑
的になる。「私たちはみなここでは自分たちが作ったわなにはまった囚人
にすぎない」という若い女性のコメントは，彼女の周囲の人々は自らこの
ライフスタイルを選んだのだから，自分たちの苦境に対して責任があると
いうことを示唆している。
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　この歌は，この種の人々は決して自由になれないという所見で締めくく
っている。70年代後半のカリフォルニアは挫折した夢の監獄として，そし
て，そのライフスタイルとドラッグの過剰使用でカリフォルニア・ドリー
ムの探求を悪夢に変えてしまった人々であふれるホテルとして描かれてい
るのである。

6 Read All About the Eagles

　イーグルスはカントリーロック運動から発展し，1971年にリンダ・ロン
シュタットのバックバンドのメンバーにより結成された。もともとのメン
バーにはバーニー・リ―ドン，ランディー・マイズナー，グレン・フライ，
ドン・ヘンリーがいた。ジャクソン・ブラウンの強力な推薦により，バン
ドはデビッド・ゲフィンのマネジメントのもとに入り，彼はグループを
1972年にアサイラム・レコードと契約させる。彼らは最初のアルバム『イ
ーグルス・ファースト』をロンドンにおいてグリン・ジョンズのプロデュ
ースでレコーディングした。そのアルバムはゴールドディスク（売り上げ
100万枚以上のレコード）を達成し，ヒットシングル「テイク・イット・イ
ージー」「ピースフル・イージー・フィーリング」「魔女のささやき」をフ
ィーチャーした。彼らの3枚目のアルバム，1974年の『オン・ザ・ボーダ
ー』はグループ初の全米ナンバーワンシングル「我が愛の至上」を含む。
『呪われた夜』（1975年）のタイトル曲は全米チャ－トのトップを飾り，こ
のアルバムもゴールドディスクを達成した。
　バンドは内部の論争でもめ始め，1975年にリードンが去り，代わってジ
ョー・ウォルシュが入る。グループは最も偉大なアルバム『ホテル・カリ
フォルニア』を1976年に制作，タイトル曲と「ニュー・キッド・イン・タ
ウン」の両方が全米シングルチャートのトップに立った。1978年にマイズ
ナーが去り，ティモシー・B・シュミットが代わって入った。残った創設メ
ンバーの間で意見が食い違ったことから，1982年にイーグルスは解散す
る。フライとヘンリーは，それぞれソロとして活動を続行した。
　メンバーは1994年にMTVのアンプラグドコンサートで再結成し，その
後，世界ツアーに出る。彼らはまた新しいアルバム『ヘル・フリーゼズ・
オーバー』をリリースしたが，これには新たな4曲と11のライブトラック，
それに「ホテル・カリフォルニア」のアコースティック版が含まれていた。
多くの混乱にもかかわらず，イーグルスは70年代の最も偉大なバンドのひ
とつであり，ロックの中で最も記憶に残るヒット曲のいくつかを生み出し
た。
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Unit 20

正解

2 Listening for Language

1. lot of
2. not a matter
3. cut it out
4. put off
5. get over
6. You’d better
7. Keep it
8. settle down
9. get off

10. getting a little better

3 Conversations in Action

1. You gotta be kidding (You got to be kidding)
check it out

2. in that part of the country
a lot of rain in June

4 Lyrics

1. search
2. love
3. blind
4. lonely
5. heard
6. what I
7. heart
8. pretty
9. pretty

10. lover
11. bitter
12. comfort
13. inside
14. sincerity
15. that I
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6 Read All About Billy Joel

1. provided
2. allowed
3. encouraged
4. received
5. performed
6. emerged

試訳

4 Lyrics

優しさを求めるのなら
それはさほど難しくないだろう
生きるために必要な愛だって　得ることはできるだろう
けれど誠実さを探そうとすれば
きっと目の前は真っ暗になってしまう
なにしろとても難しいことだから

*誠実であること　それはなんて寂しい言葉だろう
人はみな不誠実すぎるから
誠実さ　そんな言葉はどこにあるのだろう
これこそ君に望むものなんだ

自分が包み隠さず気持ちを表せば
同情を示してくれる人は
いつだって見つかるだろう
だけど見せかけだけのかわいい顔をして
優しい嘘をつくような人はいらない
ただ欲しいのは信じられる人

*繰り返し

見つけられるだろう　恋人も
そして友達も
安心だって得られるだろう　つらい死が訪れるまでは
誰にだってできるだろう　約束という名の慰めなら
そう　分かっている

僕が深く物思いにふけっていても
そんなに心配しないでくれ
そんなときは何もいらないから
でも誠実さを求めるなら
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君のほかに誰に求めればいいのだろう
だってそれは君に求めるものだから

*繰り返し

5 Read About the Lyrics

　地図は私たちが旅をするとき、その道先を案内するのに使われ、目的地
への正しい道を示してくれる。私たちがよい人生を送るのに役立てられる
ガイドは「美徳」と呼ばれる。それは人間の精神の本質であり、人格の中
身である。美徳の例にはたとえば「親切」――温かい心を持ち思いやりの
あること、「許す心」――人の過ちや侮辱を快く受け入れ許す心、そして
「慈悲の心」――他者の苦しみを深く理解し思いやる心、などがある。
　実行するのに最も難しい美徳のひとつは誠実であることだ。誠実さとは
公平で率直であるということである。いつも完璧に誠実でいるのは容易で
はないということにたぶん多くの人が同意するだろう。たとえば、私たち
の大半はこれまでに一度や二度は嘘をついたことがあるだろう。そのよう
な場合、私たちは本当のことを言わない、あるいはほんの一部だけ本当の
ことを言ってあとは嘘をつく。だれかの気持ちを傷つけるのではないかと
考えてしまうからだ。あるいは気分を害するような結果を避けようとする
場合もある。
　この歌の歌手は、誠実であることよりも親切であることのほうが易しい
と考えている。（「やさしさを求めるなら、それを見つけるのは難しくはな
い」）彼は本当に誠実な人を見つけることはほとんど不可能であると強く
思っている（「でももし誠実さを求めるなら、目が見えなくなったも同然
だ」）。なぜ彼はそう考えるのか。それは、私たちの言うことに同意する人
を見つけるのはそう難しくはないと感じているからかもしれない。彼にと
っては誠実な人を見つけるより、お世辞を言って喜ばせてくれる（「私にか
わいい嘘をつく」）ような恋人や友人を見つけるほうがたやすいのだ。でも
彼が本当に求め必要としているのは、心から信頼でき信じられる人である。
この歌では、自分に近いだれかに自分に対していつでも誠実でいてほしい
と頼んでいる。彼はこの人こそ自分が唯一信頼できる人だと思っているの
である。
　誠実でいることは時にはとても難しい。本当の誠実さとは他者に対して
はもちろんのこと、自分に対しても誠実でなければならないことを意味す
るからだ。この歌は他者に誠実さを求めるなら、お返しとしてそれをいつ
でも与えられるようにしていなければならないということも教えてくれて
いる。

6 Read All About Billy Joel

　ウィリアム（ビリー）・マーチン・ジョエルはニューヨークのブロンクス
で1949年5月9日に生まれた。ビリー・ジョエルほど遭遇した逆境を克服
したアーティストは数少ない。小さい頃、彼の家族はニューヨーク州ロン
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グアイランドの低所得者の住宅地であるレヴィッタウンに移り住んだ。ビ
リーは4歳で音楽に目覚め、幼少期のピアノの練習が将来の仕事の基礎を
築いた。ビリーの両親は離婚し、まだ中学生だった頃に彼は家計の足しに
と夜の音楽の仕事に就いた。夜じゅう働いてそれで学校に時間通りに行く
のはたいへんだった。あまりにも遅刻が多かったため、彼は高校を卒業す
ることができなかった。彼はライバルのチンピラ仲間と戦うグループに入
り、酒を飲んだ。ボクサーにもなって多くの指の関節や鼻の骨を折った。
それでも彼は音楽が好きだった。14歳の時、彼の最初のバンドであるザ・
エコーズに入った。そのバンドは人気があったので、彼はプロのミュージ
シャンになろうと考えた。
　ビリーは1971年にソロとしてのレコーディング契約を結び、最初のアル
バム『コールド・スプリング・ハーバー』をリリース。1972年にはロサン
ゼルスに移り、コロムビアレコードと契約し、トップ20に入る最初のシン
グル「ピアノマン」をレコーディングした。1977年には『ストレンジャー』
を発表し、1978年、有名なバラード「素顔のままで」で彼にとって最初の
２つのグラミー賞（年間最優秀レコード賞と年間最優秀シングル賞）を獲
得。そのアルバムには「ムーヴィン・アウト」「シーズ・オールウェイズ・
ア・ウーマン」「若死にするのは善人だけ」も含まれていた。その後20年
にわたって同アルバムは700万枚以上も売れることになる。ジョエルの次
のアルバム『ニューヨーク52番街』は1978年の秋に発売されたが、8週間
アメリカで１位となり、発売月で200万枚以上もの売れ行きだった。その
中には「マイ・ライフ」「ビッグ・ショット」「オネスティ」などのヒット
曲が含まれており、1979年グラミー賞年間最優秀アルバム賞を獲得した。
　2001年、ビリーはエルトン・ジョンとともに3カ月で北米25都市を回る
ツアーでコンサートを行った。その大成功のショーは評判が良く、チケッ
トは完売だった。彼の最新アルバムには『ファンタジー・アンド・デリュ
ージョンズ』(2001年)やNaturally: Billy Joel (2003年)、『12ガーデンズ・ラ
イブ』(2006年)がある。多くの個人的な挫折にもかかわらず、ビリー・ジョ
エルは70年代後半の最も人気のあるシンガーソングライターの一人とし
て登場し、彼の音楽は多くの人々を楽しませ元気づけ続けている。
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Review Unit 5

正解

1 Video Dictation

1. told them to stop
2. staying at the hotel
3. You’ve gotta be kidding (You’ve got to be kidding)
4. have him call you back
5. written looks pretty good
6. bother her

Leave her alone
7. that be for here, or to go
8. Knock it off
9. go for it

10. movie starts at 8 o’clock

2 Listening for Meaning

1. 3)    2. 3)    3. 2)    4. 2)    5. 1)    6. 3)    7. 1)    8. 2)

Review Test 1
Transcriptions

正解

1. She’s gone to see the doctor
she’s got a toothache

2. I’ve already made plans
I’ve always wanted
small island in the Pacific

3. party
That’ll be a lot of fun
I’ll take care of

4. Who’ll be in charge
won’t have time
she’d do a good

5. There’s no singer I like better
6. What’s on your mind
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you’ll get over it
7. a little accident

should’ve been more careful
8. wonder who fixed

must’ve taken you
a piece of cake

Review Test 2
Transcriptions

正解

1. have kept you waiting
Did you eat yet
I’ll treat you

2. finished your paper
not yet
I bet you’ve done

3. would you do me a favor
Could you possibly get me tickets

4. would you please give me a hand
Could you give me a ride

5. I’ve gotta fly (I’ve got to fly)
I’m gonna attend a meeting

6. What time do you wanna go
give us about three hours

7. Go right ahead
send an e-mail

8. lose weight
on a diet
lost five kilos
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Review Test 3
Transcriptions

正解

1. at the concert next weekend
I’ve got a previous appointment

2. was on sale last week
paid more than that

3. I quit
couldn’t make heads or tails

4. there must be
would be under 80

5. at the first traffic light
across from a bank

6. can’t send any faxes
everything we could do
it’s beyond repair

7. is this flight on schedule
behind schedule

8. by traveler’s check
Will this card do

Review Test 4
Transcriptions

正解

1. bought a new one
wherever I go

2. name is on our list
What kind of room

3. you can turn it down
cut off the power

4. if you could join us
since we moved in

5. calling about the advertisement
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you free for an interview
6. some kind of ID with your picture on it

something like a driver’s license
7. can I ask you a favor

I’ll give you a hand
8. got a fever

take your temperature
Let me have a look
write a prescription

Review Test 5
Transcriptions

正解

1. Did you lose them
wearing them
reading the newspaper
took them off and put them

2. pick her up on your way home
3. with a lot of action

set in Germany
4. he’s not in at the moment

call back again later
5. some books to read for exams

take a rain check
6. have a table for three

get some drinks at the bar
7. You’ve gotta be kidding (You’ve got to be kidding)

a lot of work to do
8. going to get it done

have a long way to go
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Follow-Up Unit: Post-Test

正解

1. you’ve done
2. She’s got
3. won’t be
4. what’s keeping
5. write you
6. made you
7. want it
8. wanna stay
9. seat belt

10. look great
11. mustn’t keep
12. could do
13. work out
14. turn out
15. run out
16. make yourself
17. take her
18. on the
19. at the
20. get off


