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正　誤　表

p. 24
Unit 3
Listening Practice (line 12)

one/299,792,458th　→　one 299,792,458th

p. 29
Unit 4
Notes

connecting rod「連結棒」を削除
combustion chamber「燃焼室」　→　p. 27のNotesに移動

p. 40
Unit 6
Exercise A (the last line of the table)

despression　→　depression

p. 63
Unit 10 (Model Presentation: Slide 8)

The Earth was moving.　→　The Earth is moving.

p. 66–67
Unit 10
Listening Practice (line 18) / Pronunciation Practice 2

g = (4π2l)/T2　→　g = 4π2l/T2

pp. 74–75
Unit 12 (Slides 3–7)

Slide 3 = Body(1)
Slide 4 = Body(2)
Slide 5 = Body(3)
Slide 6 = Body(4)
Slide 7 = Body(5)

p. 90
Presentation Summaries (Unit 9: C2)

�特殊化学溶液：基板を浸して表面について　→　表面に付いた

p. 93
Presentation Summaries (Unit 12: C2)
この結果からｋのばね定数を計算できる　→　ばね定数ｋを

＊　以上の誤りは初版のみです。第2刷以降は，すべて修正されています。
＊＊第3刷の添付CDの一部で，Track 30の音声に誤りがあります。正しい音声は弊社ホームページ
(www.mlh.co.jp)よりダウンロードしていただけますので，ご確認のうえ，ご利用ください。
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Presentation Prep: How to
Make a Good Presentation

p. 2

Presentation Tips: Content and Structure

□プレゼンテーションを成功させるためには事前の準備が不可欠であり，話す内容を効
果的に伝える方法を知る必要がある。

1. Organization, Topic and Thesis
□プレゼンテーションの構造は 3つの部分に分けられる。それは Introduction，Body，

Conclusionである。まず準備すべきことは，プレゼンテーションのTopicとThesisを
決めることである。Topicは話題（何について話すのか）のことであり，Thesisとは
その話題についての中心的な考えである。プレゼンテーションの中では，このThesis
を基にすべてが述べられていく。つまり，随所で同じThesisが言い方を変えて語られ
ることになる。

□例１ではTopicとThesisの例が示されているので，Topicを変えてThesisを書かせる
などして学生の理解度を確認するとよい。
Topic：地球温暖化―Thesis：地球温暖化を止めるには 2つの主要な方法がある。

p. 3

2. Making a Good introduction with a Hook or Attention Getter
□ Introductionは Thesisを基に作成し，聞き手に何を語るつもりなのかを説明する。
□例 2は Introductionの核となる文の例である。
   「今日私はこれから地球温暖化を止める2つの主要な方法についてお話します」
□興味深い情報を付け加えたり，疑問を投げかけたりすると，聞き手の注意を引き付け
る効果を生み出すことができる。

□例 3は例 2の文に情報を加えたり，聞き手に問いかけたりするなどして，効果的な
Introductionにした例である。聞き手が知っていそうな話題を取り上げたり，逆に初
めて知って驚くような話題をきっかけにしたり，問いかけたりして，プレゼンテー
ションの冒頭で聞き手を自分の話に引き込むことが重要だと認識させる。

1)「地球温暖化は人類にとって重大な問題です。私たちは地球温暖化について何
ができるでしょうか。これから地球温暖化を止める2つの主要な方法を提示い
たします」

2)「皆さんは地球温暖化がどんなに重大な問題かご存知ですか。私たちはそれに
ついて対策を講じる必要があります。これから地球温暖化を止める2つの主要
な方法を提示いたします」

3) 多くの科学者は，地球が徐々に温暖化しており，極氷冠が融けていると言って
います。私たちはこれをどうやって止めることができるでしょうか。これから
2つの主要な方法を提示いたします」
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3. Body
□ Bodyでは，Introductionで提示された Topicと Thesisに基づく重要な情報について，
詳細に説明をしていく。しかもそれらは聞き手の興味を引くものでなければならない。

□例4は例2，3で挙げたThesisについての詳細な情報であり，「地球温暖化」を止める
ためにすべきことを 2つ挙げている。
「私たちは二酸化炭素をあまり発生しない，より低公害の燃料に切り替える必要があり
ます」
「私たちはガソリン車を使うのを止める必要があります」
□学生には Introductionとの関連から Bodyとは何であるかを理解させ，Bodyの中の

main pointsを列挙させる。

4. Conclusion
□ここでは，プレゼンテーションを終えるにあたり，Thesisを別の言い方で繰り返すこ
とで聞き手の記憶に残るようにし，自分の主張を明確に伝える。

□ Conclusionとは何かを確認させ，その必要性と役割について認識させる。
□例5：「これらの方法は地球温暖化を止めるのに有効です。この変革は一部の国だけで
なく，全世界的に行なうべきことであります。今こそ行動する時なのです」

p. 4

5. Use of Signposts
□上手な話し手は，プレゼンテーションの進行中に今どの部分を話しているのか，聞き
手が話について来られるように導くことができる。それにはSignpostを使うとよい。

□プレゼンテーションの各段階でよく使われる Signpostについて学習させる。

Presentation Tips: Delivery

□プレゼンテーションを上手に行なうために以下の点に留意することが必要である。

1. Time Management
□プレゼンテーションを制限時間内に終えるようにするためには，前もって時間を計り
ながら繰り返し練習を行なう必要がある。練習すればするほどプレゼンテーションは
良いものになるのである。

2. Emphasizing Key Words
□情報伝達の道具である声を上手に利用する。プレゼンテーションでは普段よりも大き
くはっきりと話すようにする。

□自分の声の大きさ，速さ，調子などを意識し，重要な語句を強調する。
□緊張することがあっても，それを声に出さないようにする。

p. 5

3. Eye Contact
□ Eye Contactは聞き手を引きつけるために非常に重要なものであり，プレゼンテーショ
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ン中は，以下のような方法で行うようにする。
1. 常に言葉を発する前に行なう。
2. 1つの文あるいは1つの情報を発信するときに，1人の聞き手に対して行なう。
3. 1つの文あるいは1つの情報の発信を終えたら，一度Eye Contactを外し，新
たに別の聞き手に対して行なう。

4. まず部屋の片側の聞き手に対して行ない，次にその反対側の聞き手に対して行
ない，それから前方の聞き手から後方の聞き手へ，後方の聞き手から前方の聞
き手へ，というようにジグザグに視線を移すようにする。

5. 視覚資料を使うときには，それを指し示してからEye Contactを行って話すよ
うにする。

4. Good Posture
□以下のような正しいPostureを保つことで，内容を聞き手に正しく伝えることができ
る。

1. 真っ直ぐに立ち，手は力を抜いて自然に体の脇にくるようにする。
2. 手を使って gestureができるようにしておく。
3. 写真で示されたPostureはいずれも不適切な例であり，話す内容が正しく伝わ
らない可能性がある。→これらのPostureがどのような印象を与えるか，学生
に考えさせる。

p. 6

5. Use of gestures
□プレゼンテーションの中で注目してほしい語句を強調し，聞き手の注意を引きつける

gestureの補助的な効果を認識させる。
□写真 a～ eの gestureは 1～ 5の表現のどれに当てはまるか，学生に考えさせる。
□これらのgestureを使いながらページ下の英文スクリプトを学生に音読させる（下線
部には自分の名前を入れさせる）。また，ペアで練習させ，互いに相手に向かって行な
うようにするとよい。

[Answers]
1. d    2.  b    3.  e    4.  c    5.  a

【試訳】
地球温暖化をくい止めるために何ができるだろうか
こんにちは。私はヤマダヨウコです。多くの科学者は，地球の温暖化が徐々に進んで
おり，極氷冠が融けていると言っています。私たちはこれをどうしたらくい止めること
ができるでしょうか。これから 2つの主要な方法を提示いたします。第一に，私たちは
二酸化炭素をあまり発生しないより低公害の燃料に切り替える必要があります。第二に，
私たちはガソリン車を使うのを止める必要があります。私たちがこれらの対応策を取れ
ば，地球温暖化を止めるのは可能です。しかし，この変革は一部の国だけでなく，全世
界的な規模で行なうべきです。今こそ行動するときです。ご清聴ありがとうございまし
た。



6 Presenting Science: Second Edition

p. 7

6. Use of Visual Aids
□内容を明確に伝えるための補助として，図表，グラフ，パワーポイント（マイクロソ
フト社のソフトウェア）などの視覚資料を使う効果を認識させる。

□視覚資料は複雑なものにせず，一目ではっきり分かるようにする。資料が理解しやす
ければ，解説も明快になる。

□資料が一目瞭然であるような場合でも，重要な部分は必ず説明する。
□視覚資料を説明している間も，聞き手の方を必ず見るようにする。

7. Response to Questions
□プレゼンテーションが終了すると，質疑応答に入る。聞き手からの質問は，答え難い
場合もあるが，自分の伝えたい内容を再び述べる機会を与えられたと思って前向きに
対応することが重要である。

□どのような質問がされそうか予想しておき，それにどう答えるか考えておくと手際よ
く対応できる。

□その他質疑応答の際に注意すべき点として以下の点に注意する。
1. 質問者の方向をきちんと見て質問を聞く。
2. 質問を黙って最後まで聞く。
3. 質問の意図が十分理解できないときは，相手に明確でない点を確認する。
4. 必要があれば，相手の質問を繰り返して確認する。
5. 全員が質疑応答に参加できるように，質問者だけでなく他の聞き手の方も見て
回答する。

6. 質問について肯定したり否定したりするだけでなく，きちんと説明を加えて回
答する。

7. 自分に知識がなく回答できない質問については，そのことをはっきりと伝え
る。
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UNIT 1

What’s Your Position?
pp. 8–9

Model Presentation 1

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
おはようございます。私はキムラ・タロウです。

（Slide 2）: 序論
本日，私は自転車が最もエネルギー効率の良い乗り物であるということをご紹介した
いと思います。自転車によって人間の食物エネルギーを運動エネルギーに変換すること
ができるのです。現代の自転車がそれをどのように行なうか説明いたします。
（Slide 3）: 本論（1）

2つの三角形から成るフレームは最も重要な部分です。サドルの下の大きい前三角は運
転者の体重を前後に分散します。
（Slide 4）: 本論（2）
前輪上のフォークの上部にはヘッドセットという軸受装置があり，これによって運転
者は前輪の方向転換を行なうことができます。
（Slide 5）: 本論（3）
駆動装置は運転者の力を後輪に伝えます。運転者はペダルを漕いで回転させます。ペ
ダルは，ボトムブラケットという軸受装置によって前三角底部に固定されたクランクを
回転させます。
（Slide 6）: 本論（4）
運転者がペダルと前ギアを回転させると，前ギアと後ろギアの間にあるチェーンは後
ろギアと後輪を回転させます。
（Slide 7）: 結論（1）
自転車の構造，体重の分散，およびギア装置などのおかげで，大部分の運転者のエネ
ルギーは自転車を動かすエネルギーに変換されます。
（Slide 8）: 結論（2）
従って，自転車は地球上で最もエネルギー効率の良い輸送手段なのです。
終わりの挨拶
ご清聴ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

□物体を説明する際に最も基本的な表現である，物体の形状と位置関係を説明する語
（句）の発音を確認し，使い方を学習させる。
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p. 10

Exercise A

[Answers]
1. The top of the fork is on the front wheel.
2. The headset allows the rider to turn the front wheel.
3. The crank is attached to the bottom of the large front triangle.
4. The chain runs between the front gear and the rear gear.
5. The frame is made of two triangles.
6. The top of the fork runs through the headset.

p. 11

Exercise B

[Audio Script / Answers]
1. The flask is conical in shape.
2. The scales are between the mortar and the thermometer.
3. There is a pestle in the mortar to the right of the lamp.
4. The alcohol lamp is made of glass.
5. The beaker is above the alcohol lamp.
6. The pipette is used for transferring small amounts of liquids.
7. The test tubes are standing upright.
8. There is some water inside each test tube.

Exercise C
□ Exercise Bの英文の例を参考に，与えられた単語を使ってページ上部の絵について説
明する英文を作成させる。学生のレベルによっては省略してもよい。

Language Skills

p. 12

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Welcome to the Good Luck Driving School. Today I’ll show you some important

parts of a car. First, let’s look at the circular object 1)behind the windshield. This is the
steering wheel. You use the steering wheel to steer the car. Second, 2)between the seats
you can see a lever. This is the gearshift. It is used to change gears. For example, if you
want to back up, you use the gearshift to change to the reverse gear. Third, let’s look at
the rectangular object 3)under the hood. This is the radiator. It is 4)in front of the engine.
It is used to cool the engine. Fourth, the tires are the round objects under the car. They
are made of rubber and are filled with air. Finally, let’s look at the strap that is 5)next to
the seat. This is the seat belt. You must wear the seat belt when you are in the car. It
protects you in case of an accident. Be sure you know the location and purpose of these
important parts of a car.
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【試訳】
グッドラック自動車教習所へお越し下さりありがとうございます。本日は皆さんに自
動車の重要な部品についてご紹介します。
最初に，フロントガラス後部の円形の物を見てみましょう。これはハンドルです。ハ
ンドルは車を運転するのに使用します。

2番目に，座席の間のレバーが見えますね。これはギアシフト（変速装置）です。ギア
を変えるのに使用します。例えば，バックさせたいときには，ギアシフトを利用してバッ
クギアに変えます。

3番目に，ボンネットの下にある長方形の物を見てみましょう。これはラジエータで
す。エンジンの前にあります。それはエンジンを冷やすために使われます。

4番目に，車の下にある丸い物はタイヤです。ゴムで作られていて，空気が入っていま
す。
最後に，座席の横にあるストラップをご覧下さい。これはシートベルトです。車に乗っ
ているときにはシートベルトを締めなければなりません。事故の際に乗っている人を保
護してくれます。
これらの重要な自動車部品のある場所と目的を必ず覚えておいてください。

Homework

□自宅学習として，本ユニット冒頭の見開きページを参照の上，同様のスライドを作成
させる。スライド内には重要項目を箇条書きさせるようにする。スクリプトの概要を
つかみ，要約をさせることが目的である。スライドは巻末に付属の用紙をコピーした
ものに記入させ，提出させるとよい。

□ここでは，Listening Practiceのプレゼンテーションの本論“First, let’s look at the
circular object～ It protects you in case of an accident.”の部分についてのみ，Key
で示されている 5つの部品について，それぞれ 1枚ずつ，計 5枚のスライドを作成さ
せる。学生のレベルにより，1人で5枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だ
け選んで作成させたり，グループまたはペアで１枚を作成させたりするなどするとよ
い。

p. 13

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 文中で強勢が置かれている語に注目させる。通常は内容語（名詞，動詞，形容詞，副
詞）に強勢が置かれることも意識させる。

[Audio Script / Answers]
i) Today I’ll show you some important parts of a car.

ii) They are made of rubber and are filled with air.
iii) It protects you in case of an accident.

2. 語尾の子音に後続する語の頭母音を連結して発音するlinkingの練習。これにより英
語のリズムが実現されることを意識させる。その他の例：good idea, an apple, in an
hour, not at all, come on in, give it a try, check it out, etc.
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3. 日本語の「ジ」音で連想される英語音の発音練習。日本語とは異なる舌先の位置に
注意させる。各音の調音点は，/dZ/が硬口蓋付近，/z/が歯茎，/D/が上下の歯の間で
ある。

/dZ/を含む語の例：geography, energy, engine, danger, imagine, procedure,
damage, oxygen, hydrogen, nitrogen
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UNIT 2

Precisely Speaking
pp. 14–15

Model Presentation 2

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
おはようございます。私はマエダ・ジロウです。

（Slide 2）: 序論
皆さんは国際宇宙ステーション（ISS）について何かご存知ですか。完成すると，それ
は上空で三番目に明るい物体となります。ISSは日本や欧州宇宙機関（ESA）11ヵ国を
含む 16ヵ国が参加する研究施設です。
（Slide 3）: 本論（1）
その重量は約 450,000キログラムで，幅は 108.5メートル，全長は 88.4メートル，高
さは 43.6メートルあります。
（Slide 4）: 本論（2）

4,000平方メートル以上の太陽電池パネルが，最新式の実験室に電力を供給することに
なります。ISSは1,303立方メートルの快適な（シャツ1枚で過ごせるほど暖かい）環境
で，最大 7人の宇宙飛行士の生活を支えます。
（Slide 5）: 図１
（Slide 6）: 本論（3）

ISSは地表から上空 400キロメートルの軌道上に位置することになります。
（Slide 7）: 本論（4）

ISSを建設するには40回以上の宇宙船の打ち上げが必要で，それは100以上の部品を
運ぶことになります。宇宙飛行士は，ロボット工学技術の助けを受けても，これらの部
品を組み立てるのに長時間の宇宙遊泳をする必要があります。
（Slide 8）: 結論
今世紀の初めの10年間のうちに，ISSは1時間に28,264キロメートルの速さで地球を
周回することになるでしょう。
終わりの挨拶
ありがとうございました。

＊「シャツ 1枚で過ごせるほど暖かい環境」とは，ステーション内部は気圧が調整さ
れ（温度も調整される）ので宇宙服を着用する必要がないという意味。
＊ space stationの寸法のうち，幅は太陽電池パネル部の両端の長さを，全長とは中心
のトラス部の長さを指す。
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p. 16

Useful Words & Phrases

Exercise A

[Audio Script / Answers]
1. one thousand, two hundred and fourteen
2. eleven thousand, two hundred and four
3. one hundred and forty-seven thousand, three hundred and twelve
4. two million, two hundred and fifty-seven thousand, and ninety-one
5. ninety-four million, six hundred and seventy-eight thousand, two hundred and

fifty-eight kilometers per hour
6. six hundred and five million, nine hundred and sixty-eight thousand, two hundred

and ten square meters
7. three hundred and ninety-seven million, four hundred and thirty-five thousand, five

hundred and ten meters per second
8. one hundred and twenty billion, seven hundred and ninety-eight million, four

hundred and nineteen thousand cubic meters
9. Einstein was born in eighteen seventy-nine.

10. For more information, please call the Research Center at eight one, dash, four nine,
dash, two three nine, dash, one zero four five.

p. 17

Exercise C

[Audio Script / Answers]
1) squared 2) cubed 3) power 4) minus
5) root 6) cube 7) equals 8) over
9) times 10) plus 11) Sigma  12)  open

13) close 14) all 15) open 16) close
17) proportional 18) proportional

Exercise D

[Answers]
1. x2 = 27y

2. x4 = —

3.   144 = 12
4. (a+b)2 = 49

y
12
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Language Skills

p. 18

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
A space station is a man-made structure. Human beings are able to live on a space

station in outer space. A space station is different from other manned spacecraft. Unlike
other spacecraft, a space station has no major propulsion system. It also has no landing
equipment. Instead, other vehicles are used as transport to and from the station. Past
space stations include Salyut 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7; Skylab; and Mir. The duration record
of 437 days was set aboard Mir in 1994 to 1995. In fact, you may be interested to know
that three astronauts have lived aboard the space station Mir for more than one year.
The International Space Station, or ISS, will be four times bigger than the Russian Mir
space station. The ISS will weigh about 450,000 kilograms. It will be 108.5 meters
across, 88.4 meters long, and 43.6 meters high. The station will support up to seven
astronauts in a heated environment of 1,303 cubic meters.

【試訳】
宇宙ステーションは人工の建造物です。人間は大気圏外では，宇宙ステーションに住
むことが可能です。宇宙ステーションは他の有人宇宙船と異なります。他の宇宙船と違
い，宇宙ステーションには主要な推進装置がありません。また，着陸用装置もありませ
ん。その代わりに，他の宇宙船が宇宙ステーションとの往来に使用されます。
過去の宇宙ステーションには，サリュート 1，2，3，4，5，6，7，スカイラブ，ミー
ルなどがあります。437日間の滞在記録が 1994年から 1995年にかけてミールで樹立さ
れました。実際に 3人の宇宙飛行士が宇宙ステーション「ミール」に 1年間以上も生活
したことを皆さんは知りたくなるかもしれませんね。
国際宇宙ステーション，すなわち ISSは，ロシアの宇宙ステーション「ミール」より
さらに4倍大きなものになるでしょう。ISSの重量はおよそ45万キログラムになります。
直径は 108.5メートル，全長は 88.4メートル，高さ 43.6メートルになります。宇宙ス
テーションは1,303立方メートルの暖房の効いた環境で最大7人の宇宙飛行士の生活を支
えます。

Homework

□このListening Practiceのプレゼンテーションに，人の注意を引きつけるような始ま
りの文を作成させる。例：Do you know anything about a space station?

□この Listening Practice のプレゼンテーションに，結論を書き加えさせる。
例：The International Space Station is such an amazing man-made structure that
people can live in outer space.
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p. 19

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 通常は内容語（名詞，動詞，形容詞，副詞）に強勢が置かれることが多いが，文脈
上重要な場合は，機能語（冠詞，助動詞，前置詞，接続詞，代名詞など）にも強勢
が置かれることを認識させる。

i) A space station is different from other manned spacecraft.
ii) It also has no landing equipment.

iii) Instead, other vehicles are used as transport to and from the station.
iv) In fact, you may be interested to know that three astronauts have lived

aboard the space station Mir for more than one year.

2. 日本語の「ア」音で連想される英語音 /œ/，/ø/，/´/を含む音の違いを認識させ，発
音練習させる。/œ/は astronaut, task, manned, landing, factなどのストレスのある
音節に現れ，日本語の「エ」と「ア」の中間の音の状態でさらに口を横と縦に大き
く開いて長く発音する強母音である。/ø/は up, but, structure, otherなどのストレス
のある音節に現れ，日本語の「ア」に「オ」を少し加えた感じで，口の奥で短く発
音するとよい。/´/は abroad, about, supportなどの弱音節のみに現れ，唇や舌の力
を入れず口を半開きにした状態で声を出す。

3. linkingの練習（Unit 1の 2を参照）。
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UNIT 3

Measuring the World
p. 20–21

Model Presentation 3

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
皆さん，こんにちは。私はヤマモト・ケイコです。東西大学の学生です。

（Slide 2）: 序論
本日私は，温度計とは何か，そして近代史上どのように標準的な温度の尺度が作られ
たか，ということについてお話します。
（Slide 3）: 本論（1）
その名前は2つのギリシャ語に由来しています。“thermo”は「熱」を，“meter”は「測
る」ということを意味しています。水の温度は，温度計の中にある液体の高さを測るこ
とで決められます。
（Slide 4）: 本論（2）

1724年，ドイツの物理学者ファーレンハイトは，凍りかけた水に温度計を入れ，ガラ
ス管の水銀柱の高さに印を付けました。それから彼は温度計を沸騰している水の中に入
れ，増えた高さのところに印を付けました。
（Slide 5）: 本論（3）
温度計の 2つの印の間は 180等分，つまり 180度に分けられます。これが華氏目盛と
して知られるようになりました。
（Slide 6）: 本論（4）

1742年，アンドレ・セルシウスも水の氷点と沸点を利用しました。しかし，2つの点
の間は100等分の温度に分けられ，彼は新しい目盛を摂氏（百分）目盛と名づけました。
（Slide 7）: 結論
摂氏目盛は華氏目盛よりもはるかに使いやすいので，今日では世界中の大部分の国で
使われています。
終わりの挨拶
これで私の発表を終わります。ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

p. 22

Exercise A

[Answers]
1. c)    2.  f)    3.  h)    4.  a)    5.  g)    6.  b)    7.  d)    8.  i)    9.  e)
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Exercise B

[Answers]
1. nanoseconds, ten to the power of minus nine
2. mega amperes, ten to the power of six
3. kilo hertz, ten cubed

p. 23

Exercise C

[Audio Script / Answers]
1. The building was 40 m long, 30 m wide, and 15 m high.
2. The internal resistance of this battery is 0.01 Ω (ohm).
3. The train was traveling at a velocity of 89 km / h (kilometers per hour).
4. The whisper was measured at 20 dB (decibels).
5. The pressure exerted on the pavement by the truck was 1.63 pascals.
6. The temperature of the oil was 130 °C (centigrade).

Exercise D

[Answers]
1. A kilogram is equal to 1,000 grams.
2. Three megavolts could be written as 3 x 106 volts.
3. Area is two-dimensional and can be measured in square meters.
4. Light travels about 30 centimeters in one nanosecond.

Language Skills

p. 24

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Did you know that scientists use only seven fundamental units of measurement?

These units of measurement can be used to measure anything in the various fields of
physics. For mechanics there are the meter, the kilogram, and the second. For electrical
current there is the ampere. For temperature there is the kelvin. For the amount of a
substance there is the mole. And for intensity of light there is the candela. These seven
units can be used to measure the behavior of materials as well. For example, magnetic
field strength is measured as amperes per meter. Acceleration is meters per second
squared. Force is mass times distance over time squared. But who decides how long a
meter is, how heavy a kilogram is, how long a second is and so on? This is the job of
the International Bureau of Weights and Measures in France. For example, the Bureau
defines a meter by how far light travels during one 299,792,458th of a second. Yes,
that’s one 299,792,458th of a second. The Bureau’s definition of a second is also very
exact. A second is 9,192, 631,770 periods of vibration of the cesium 133 atom. These
fundamental units of measurement are extremely important in the scientific world.
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【試訳】
あなたは科学者がわずか 7つの基本計量単位を使用するのをご存知でしたか。これら
の計量単位は，物理学のさまざまな分野のあらゆるものを測定するのに使うことができ
ます。
力学には，メートル，キログラム，秒があります。電流にはアンペアがあります。温
度にはケルビンがあります。物質量にはモルがあります。光度にはカンデラがあります。
これらの7つの単位は，また物質の動きを測定するのにも使用することが可能です。例
えば，磁場の強さは 1メートルあたりのアンペアで測定されます。加速度の単位は 1秒
間に 1メートル毎秒です。力は質量×距離÷（時間の二乗）です。
しかし，1メートルの長さや，1キログラムの重さや，1秒の長さがどれくらいか，な
どについては誰が決めるのでしょうか。これはフランスにある国際度量衡局の仕事です。
例えば，度量衡局は，メートルを光が 1秒の 299,792,458分の 1の時間に伝わる距離で
定義します。実際それは 299,792,458分の 1秒なのです。また，事務局の 1秒の定義も
非常に正確です。1秒はセシウム 133原子の振動周期の 9,192,631,770倍なのです。
これらの基本計量単位は科学の世界で非常に重要なものなのです。

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている 3つの項目に注目させ，それぞれ 1枚ずつ計 3枚のスライドを作成させる。

� 科学者は 7つの基本計量単位を使用する。
� これらの 7つの単位は物質の動きを測定するのにも使用される。
� フランスの国際度量衡局の仕事は何か。

□学生のレベルにより，1人で3枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だけ選ん
で作成させたり，グループまたはペアで1枚を作成させたりするなどするとよい。ス
ライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

p. 25

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. Yes/No疑問文，WH-疑問文，列挙表現のイントネーションを認識させる。同時に，
文中のポーズの位置を意識させる。なお，模範解答で示したイントネーションのう
ち，列挙の部分は，英語話者が心理的にそのような音調で発話しようとする傾向が
あることを示したものであるが，場面や話者によっては，これとは異なる印象の音
調（多少の上昇調）を使用する場合がある。いずれにせよ，A, B, C and Dの場合，
Dは下降調に，A, B, Cは音調を揃えることが重要である。

i) Did you know that scientists use only seven fundamental units of
measurement? (↑ )

ii) For mechanics (↓ ) there are the meter (→ ), the kilogram (→ ) and the
second. (↓ )
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iii) But who decides how long a meter is (→), how heavy a kilogram is (→), how
long a second is (→ ) and so on? (↓ )

2. 数字の聞き取りを行なう際，thirtyと thirteen，fortyと fourteen，fiftyと fifteenな
どで強勢の位置が移動し，発音も異なることを意識させる。同時に，/f/音は前歯を
下唇にあて，隙間から息を強く出し声帯は振動させないこと，/T/は，/D/と同様に舌
の位置は上下の歯の間だが声帯は振動させないこと，などについて解説し練習させ
る。

i) the year 1914 / the year 1940
2) 50 / 15
3) 13 / 30
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UNIT 4

What Makes It Happen?
pp. 26–27

Model Presentation 4

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんにちは。私はサイトウ・マキです。東西大学の 1年生です。

（Slide 2）: 序論
現代のエンジンは 20世紀初頭のエンジンに比べてより強力でより効率的になりまし
た。
私はそれがどのようにして可能なのか説明いたします。

（Slide 3）: 本論（1）
第一に，燃焼中，冷たい空気は熱い空気よりも膨張するので，取り込む空気は中間冷
却器で冷やされます。膨張が大きければ大きいほどエンジンが産み出す力は大きくなり
ます。
（Slide 4）: 本論（2）
第二に，ターボチャージャーが吸入する混合気を加圧します。燃焼室の燃料が増せば，
エンジンはさらに強力になります。
（Slide 5）: 本論（3）
第三に，吸気弁を増やすと，シリンダーを満たすのにかかる時間が短縮されます。こ
れは吸入行程を速め，エンジンの効率がさらに上がります。
（Slide 6）: 本論（4）
第四に，排気弁を増やすと，排気の行程はより円滑でより速くなります。排気行程が
速まれば，より速く燃料を吸入行程が始められます。1分あたりの行程数が増えれば，エ
ンジンの効率はさらに良くなります。
（Slide 7）: 本論（5）
第五に，より強く圧縮すればより強力な爆発が起こります。従って，限界はあるもの
の，さらに大きな力がクランク軸に伝わります。
（Slide 8）: 結論
このようにして，私たちは現在使っている従来型の信頼性のあるエンジンを微調整し
ながら設計していくでしょう。
終わりの挨拶
ご清聴ありがとうございました。
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Useful Words & Phrases

p. 29

Exercise A

[Answers]
1. The spark plug causes the fuel-air mixture to ignite.
2. The combustion chamber is sealed due to the valves being closed.
3. If the piston moves up the cylinder, then the fuel-air mixture will be compressed.
4. The piston’s up and down movement leads to the rotation of the crankshaft.
5. Oil in the combustion chamber results in the engine burning oil.

Language Skills

p. 30

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Hello. We have all heard the smooth, purring sound of a well-tuned engine. But in

fact, that smooth-sounding engine is making hundreds of explosions every second!
Most car engines use a four-stroke combustion cycle to convert gasoline into motion.
The four strokes are illustrated in the diagram. They are: the intake stroke, the
compression stroke, the combustion stroke and the exhaust stroke. I’ll now explain the
four strokes in more detail. During stroke 1—or the intake stroke—the piston starts at
the top, the intake valve opens, and the piston moves down. As the piston moves down,
the mixture of fuel and air enters the engine. Only the tiniest drop of gasoline is mixed
into the air. Stroke 2 is called the compression stroke. During this stoke the piston
moves up the cylinder. Because both valves are closed, the fuel-air mixture is
compressed in the cylinder. This compression makes the explosion of the mixture more
powerful. Picture 3 shows the third stroke. This stroke is often called the combustion
stroke. During this stroke both valves are closed. The spark plug emits a spark, and as a
result the fuel-air mixture ignites. The gasoline in the cylinder explodes, and
consequently the piston is driven down. Picture 4 represents the exhaust stroke, or
fourth stroke. In this stage, the piston is driven to the top of the cylinder. The exhaust
valve opens and the exhaust leaves the cylinder to go out of the tail pipe. The engine is
now ready for the next cycle.

【試訳】
こんにちは。私たちは誰も，よく調整されたエンジンが滑らかに音を立てるのを聞い
たことがありますよね。しかし，実際にはその滑らかな音を出すエンジンは，毎秒何百
回もの爆発を起こしているのです！　ほとんどの車のエンジンが，4ストローク燃焼サイ
クルを使ってガソリンを運動に変換しています。4ストロークを図解します。吸気行程，
圧縮行程，燃焼行程，排気行程です。では，これからさらに詳細に 4ストロークについ
て説明いたします。



21Teacher’s Manual

第一ストローク，つまり吸入行程の間，ピストンは最上部で始動し，吸気弁が開き，ピ
ストンは下がります。ピストンが下がるのに従って燃料と空気の混合物がエンジンに入
ります。ごくわずか数滴のガソリンが空気に混ざります。
第二ストロークは圧縮行程と呼ばれます。この行程中にピストンはシリンダーの中を
上がります。両方のバルブが閉じられるので，混合気はシリンダー内で圧縮されます。こ
の圧縮で混合気の爆発はより強力になります。
図 3は第三ストロークを示しています。普通，このストロークは燃焼行程と呼ばれま
す。この行程の間，両方のバルブは閉じられます。点火プラグは火花を放ち，その結果，
混合気が点火します。シリンダー内のガソリンは爆発し，その結果，ピストンは下へ下
がります。
図 4は排気行程つまり第四ストロークを表します。この段階でピストンはシリンダー
の上部へと動きます。排気弁が開き，排気がシリンダー内から排気管を通って外に排出
されます。
これでエンジンは次のサイクルの準備ができるのです。

p. 31

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，1つのストロー
クに 1枚ずつ，計 4枚のスライドを作成させる。その際，Keyで示されている 5つの
要素に関係するものを含めるとよい。

□学生のレベルにより，1人で 4枚すべてを作成することが難しい場合は，１枚だけ選
んで作成させたり，グループまたはペアで 1枚を作成させたりするなどするとよい。
スライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 文の構造に照らし合わせて，文中のポーズがどこに置かれているかを意識させる。

i) But in fact, / that smooth-sounding engine / is making hundreds of
explosions / every second!

ii) They are: / the intake stroke, / the compression stroke, / the combustion
stroke / and the exhaust stroke.

iii) This stroke is often called / the combustion stroke.
iv) The spark plug emits a spark, / and as a result, / the fuel-air mixture ignites.
v) Picture 4 / represents the exhaust stroke, / or fourth stroke.

2. 日本語の「ラ」行音で連想される英語音 /r/, /l/の含まれる単語の発音の違いを認識
させ，くり返し練習させる。/r/ では舌先はどこにも触れず後方にそらす。一方 /l/は
舌先を上前歯の裏にしっかり着ける。その他の 例，race-lace，rate-late，wrong-long，
arrive-alive，correct-collect，etc.
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UNIT 5

What’s the Difference?
pp. 32–33

Model Presentation 5

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
おはようございます。タナカ・ケンジです。東西大学の 1年生です。

（Slide 2）: 序論
本日は主要な 3種類の橋と，それらの違いについてお話します。

（Slide 3）: 本論（1）
1つめは「桁橋」です。水平型をしています。橋桁の重さは2つの橋脚のみで支えられ
ています。最大の長さは 3つの橋の中では最も短く，70メートルです。
（Slide 4）: 本論（2）

2つめに「アーチ橋」を見てみましょう。桁橋と異なり半円形になっています。アーチ
形は橋の重さを効率的に地面に分散することができ，そのため耐久性に優れています。最
大の長さは 300メートルで，桁橋よりも長くなっています。
（Slide 5）: 本論（3）

3つめは「吊り橋」です。これは最も近代的な設計です。これには，2つの高い支柱と
2つのアンカーブロック（足場）をつないで張られたケーブルが使われています。ケーブ
ルは橋桁に掛かる加重を支柱に移し，さらにそれを地面とアンカーブロックに移します。
最大の長さは 2,100メートルで，3つの中で最長です。
（Slide 6）: 結論
障害物，予算，長さ，交通量などに基づき，技術者は橋を作る際にこれまでに述べた
橋のいずれかを選ぶことになります。
終わりの挨拶
本日は以上です。ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

p. 34

Exercise A

[Answers]
1. X is the most popular car on the market at the moment.
2. Y is the fastest car on the market, although it is also the most expensive.
3. While Z is the most compact car available today, it is also the slowest.
4. Z is longer and more spacious than X. On the other hand, X is easier to maintain

than Z.
5. X is more enjoyable to drive than Z, as is Y.
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6. Z emits fewer pollutants than X.

p. 35

Exercise B

[Answers]
1. Although a car is faster than a bicycle, the bicycle is more efficient than the car.
2. Whereas Bridge A spans a river, Bridge B spans a road.
3. The price of the DVD is the same as that of the video.
4. Unlike tapes, CDs are read using a laser light.
5. Like other space stations, the ISS has no propulsion system.

Exercise C
例のように形容詞の比較級と最上級を使った質問を表中の項目から作成させる。

Language Skills

p. 36  ＊第3刷の一部で，添付CDの本英文該当トラック(Track 30)の音声に誤りがあります。正しい
音声は弊社ホームページ(www.mlh.co.jp)よりダウンロードしていただけますので，ご確認のうえ，ご利

用ください。

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Good morning. Today I’m going to talk about three important bridges in the world.

The first bridge I’m going to introduce is the Royal Gorge Bridge in Colorado,
America. The main span of the bridge is 268 meters long, and the deck of the bridge is
384 meters long. This deck is supported by two supports on either side of the gorge.
These supports hold the deck 320 meters above the Arkansas River. These supports are
46 meters high from top to bottom. Another famous bridge is the Akashi Kaikyo Bridge
in Japan. The main span is 1,991 meters. Like the Royal Gorge Bridge, the Akashi
Kaikyo Bridge has two supports. Its center support is 298 meters high. Whereas the
American bridge was built in 1929, the Japanese bridge was completed in 1998. The
Akashi Kaikyo Bridge is 35.5 meters wide, which is much wider than the Royal Gorge
Bridge. Finally, I am going to talk about the highest bridge in the world. The Millau
Bridge is in France, and it spans a river valley. It has seven supports and a total length
of 2,460 meters. It is 32 meters wide. The deck of the bridge is 270 meters above the
valley floor. In addition, the tallest support of the Millau Bridge is an amazing 343
meters high. The Millau Bridge is the newest bridge of the three as it was completed in
2004. I showed you the differences between these three famous bridges.

【試訳】
おはようございます。本日は世界でも有名な 3つの橋についてお話しします。最初に
紹介する橋はアメリカ・コロラド州にあるRoyal Gorge Bridgeです。 最大支間は268メー
トルで，橋の上面の長さは384 メートルあります。この橋の上面は，渓谷の両側にある
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2つの 橋脚で支えられています。これらの橋脚は，アーカンソー川の 320メートル上空
で橋の上面を支えています。橋脚の高さは，先端から底まで 46メートルあります。
次の有名な橋は日本の明石海峡大橋です。最大支間は1,991メートル です。Royal Gorge
Bridge と同様，明石海峡大橋にも2 つの橋脚があります。中央の橋脚の高さは 298メー
トルです。アメリカの橋が 1929年に建造されたのに対し，この日本の橋は 1998年に完
成しました。明石海峡大橋は幅35.5メートルで，Royal Gorge Bridgeよりもずっと広く
なっています。
最後に，世界で最も高い橋についてお話しします。ミヨー橋はフランスにあり，渓谷
に掛かっています。7本の橋脚を持ち，全長 2,460メートルです。幅は 32メートルあり
ます。橋の上面は，谷底から上空 270メートルの地点にあります。さらに，ミヨー橋の
最も高い橋脚はなんと343メートルもあります。ミヨー橋は2004年に完成し，3つの橋
の中で最も新しい橋です。以上，3つの有名な橋の違いについて説明しました。

p. 37

Homework

□自宅学習として，表を完成させ，Listening Practiceのプレゼンテーションで得た情
報の概要をまとめさせる。

□同様の内容に対し，3枚のスライドを作成させる。スライドは巻末に付属する用紙を
コピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 声のトーンの変化により聞き手への意味の伝わり方が異なることを理解させる。
メッセージの内容に合った声のトーンで発表することを心がけるように指導する。
ii), iv), v)が happy, cheerful voice

2. 日本語の「バ」行音で連想される英語 /b/と /v/の調音法の違いを認識させ練習させ
る。両方とも声帯を振動させる有声音であるが，/b/ は両唇を閉じてから強く一回破
裂させる音，/v/は前歯を下唇にあて，息を強く摩擦させる連続音である。その他の
例，ban-van，bat-vat，bend-vend，berry-very，best-vest，boat-vote，bolt-volt，
curb-curve，TB-TV，etc.

Name Royal Gorge Bridge Akashi Kaikyo Bridge Millau Bridge
Country USA Japan France
Span 268 m 1,991 m 342 m

Height of the deck 320 m 97 m 270 m

Highest support 46 m 298 m 343 m
Number of supports 2 2 7
Year completed 1929 1998 2004

Width 5 m 35.5 m 32 m
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UNIT 6

What This Means Is . . .
pp. 38–39

Model Presentation 6

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
おはようございます。ユモト・エイイチです。東西大学の 1年生です。

（Slide 2）: 序論
レーザーは干渉性の増幅光を生成します。レーザーはこのような特性を持つため，科
学技術に広く使われています。本日は最初に開発されたルビーレーザーの仕組みについ
て説明します。
（Slide 3）: 本論（1）
ルビーレーザーは，閃光管，ルビー棒，1つの普通の鏡，そして半透明の鏡からできて
います。
（Slide 4）: 本論（2）
まず，閃光管が発光し，ルビー棒に光を浴びせます。この光がルビー棒の原子を刺激
し，ルビー原子を高エネルギーの状態にします。
（Slide 5）: 本論（3）
励起原子中の電子が元の低エネルギー状態に戻る際，過剰エネルギーが光子として放
出されます。
（Slide 6）: 本論（4）
これらの光子の一部が鏡の間を前後に反射する際，ルビー水晶を透過し，さらに多く
の原子を刺激します。再びこれらの原子が過剰エネルギーを光子として放出されます。
（Slide 7）: 本論（5）
すると一瞬で，管の中に同一波長の光子が大量に発生します。結果として，レーザー
の中の光は干渉性の増幅光になるわけです。
（Slide 8）: 結論
光子が鏡の間を反射するとき，それらの一部は先端の半透鏡を通り抜けて行きます。こ
れがレーザー光線です。
レーザーはこのように素晴らしい装置であり，情報通信，産業，医療などに利用され
ています。
終わりの挨拶
ありがとうございました。

＊干渉性：位相が一定であることを言う。位相とは電波や電流が発生する周期的な波
形のうち，同じ地点に相当する個所を測った位置や状態のことで，この場合，光の波動
の周期運動で1周期内の進行段階を示す量である。なお，可干渉性に優れているのはレー
ザーの特徴である。レーザーは位相の揃った光波であるが，同じ光でも電球はランダム
な光波である。
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Useful Words & Phrases

p. 40

Exercise A

[Answers]
1. A space station is a structure in space that is designed to be occupied for long

periods.
2. An engineer is a person who is trained in practical science.
3. A bridge is a structure that carries a pathway or roadway over a depression or

obstacle.

Exercise B

[Answers]
1. A solar car consists of (has / is comprised of / is made up of) an engine, solar

panels, a body and three or more tires.
2. The solar system consists of (is comprised of / is made up of) the sun, eight planets,

and other objects that orbit the sun.
3. An atom consists of (has / is comprised of / is made up of) a nucleus and one or

more electrons.

Extension Activity 1
Work with a partner. Take turns asking each other for definitions of the words in

Useful Words & Phrases.
e.g.
Partner A: What is a laser?
Partner B: A laser is a device that produces coherent light.

Extension Activity 2
Write down a few words that you can define. Show your partner the list. Your partner

will ask you to define one of the words. Take turns asking and defining.

p. 41

Exercise C

[Audio Script / Answers]
1. A CD is a 1.2-millimeter-thick plastic disc.
2. A CD carries encoded data that are read by a laser.
3. A CD data track consists of pits and lands.
4. A laser is a device that controls the way that energized atoms release photons.
5. A CO

2
 laser consists of a flash tube, CO

2
 gas and two mirrors.
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Language Skills

pp. 41–42

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
CDs are very common today. They became popular in the mid-1980s and are now

used for storing music, data and software.
In your book there are four illustrations. Please look at Illustration 1. This shows a

cross-section of a CD. A CD is a thin plastic disk with a data track stamped on it. This
plastic disk consists of four layers. On top of the stamped plastic is a very thin layer of
aluminum. Then there is a protective layer of acrylic plastic that was sprayed over the
aluminum. Finally, a label was printed on the acrylic after it dried.

Now please look at Illustration 2. This illustration represents the data track. The data
track carries the encoded information of the CD. As I just mentioned, the data track is
stamped on the surface of the CD disc. It is a long spiral that starts at the center of the
disc and goes to the outer edge.

Now look at Illustration 3. This close-up view shows how the data track carries
encoded information. Pits are small rectangular indentations that are pressed into the
plastic during the stamping stage. The pits are 0.5 microns wide and at least 0.83
microns long.

So, how does the CD player get data or music information from the data track? Look
at Illustration 4. This illustration shows a CD drive. The CD drive is the engine of a CD
player. A CD drive consists of three components: a drive motor that spins the disc, a
laser lens system that shines onto the data track and captures the reflection from the
aluminum layer of the CD, and a tracking mechanism that moves the laser assembly.

＊CDの構造は樹脂層（基盤），反射・記録層（アルミニウム＋色素），保護層，印刷
層（レーベル）の順に重なっている。

【試訳】
　CDは今日広く普及していますが，1980年代半ばに一般的になり，現在では音楽，
データ情報，プログラムソフトなどに利用されています。
皆さんの教科書には4つの図が載っていますね。まず図1をご覧ください。これはCD
の断面図を表わしています。CDは薄いプラスティック盤で，そこにデータトラックが刻
まれています。このプラスティックのディスクは 4つの層から成っています。トラック
が刻まれたプラスティック盤の上には非常に薄いアルミニウム層があり，次いでアクリ
ルの保護層がアルミニウムの上に吹き付けられ，最後にアクリルが乾いた後でラベルが
印刷されています。
次に，図 2をご覧ください。この図はデータトラックを表しています。データトラッ
クにはCDに書き込まれた情報が入っています。先ほど触れたように，データトラック
はCD盤の表面に刻まれており，ディスクの中心から外へと向かう長い螺旋を描いてい
ます。
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今度は，図 3をご覧ください。この拡大図は，情報がデータトラックにどのように書
き込まれているのかを示しています。ピットとは，プレス加工段階でプラスティック盤
に押される小さな長方形のくぼみのことです。ピットは幅0.5ミクロン，長さは最も短い
もので 0.83ミクロンです。
では，CDプレーヤーはどのようにしてデータトラックから情報や音楽を取り出してい
るのでしょう。図4をご覧ください。この図はCDドライブを表しています。CDドライ
ブは CDプレーヤーのエンジン部です。CDドライブは 3つの構成部品からなっていま
す。すなわち，ディスクを回転させる駆動モーター，データトラックにレーザー光を当
ててCDのアルミニウム層からの反射信号を捉えるレーザーレンズ部，そして，レーザー
アセンブリを動かすトラッキングメカニズム（トラッキングを行う部分）です。

p. 43

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている要素に 1枚ずつ，計 4枚のスライドを作成させる。

□学生のレベルにより，1人で4枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だけ選ん
で作成させたり，グループまたはペアで1枚を作成させたりするなどするとよい。ス
ライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 関係代名詞の「制限用法」は，カンマを用いる「継続用法」と異なり，普通は音調
の変化やポーズが入らないことを認識させる。このことは目的格の関係代名詞が省
略される場合は特に顕著である。

i) It is a long spiral that starts at the center of the disc / and goes to the outer
edge. /

i) A CD drive consists of three components: / a drive motor that spins the disc,
/ a laser lens system that shines onto the data track / and captures the
reflection from the aluminum layer of the CD, / and a tracking mechanism
that moves the laser assembly. /

2. 単語の最後の音が /k/や /t/などの破裂音で終わる単語の後に，/d/などの別の破裂音
で始まる単語が来る場合の発音を練習させる。この場合，最初の破裂音は破裂させ
ず，破裂の準備だけをする一瞬の間を残し，2つ目の破裂音のみ破裂させる。
同様の例：deep pond, knit cap, sick dog, get together, take care, blood type,

part-time, big party, sound good
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UNIT 7

First, Be Sure to . . .
pp. 44–45

Model Presentation 7

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんにちは。カワイ・ユキコです。東西大学の学生です。

（Slide 2）: 序論
皆さんは，音楽と植物の成長の間になんらかの因果関係があると思いますか。私たち
は，音楽が植物の成長に影響を与えるかどうか見極めるための実験を行いました。今日
ここで，そのことについてお話ししたいと思います。
（Slide 3）: 本論（1）
実験に必要なものは，植木鉢 6個，ダイコンの種 3袋，CDプレーヤー 2台です。

（Slide 4）: 本論（2）
ダイコンの種を6つの鉢に5つずつ植え，3つの異なる条件の部屋に2鉢ずつ置きます。

（Slide 5）: 本論（3）
各部屋のダイコンの苗の高さを測り，週 1回 4週間記録します。結果はすべてグラフ
用紙に点として描きます。
（Slide 6）: 本論（4）
最終的に，ダイコンは音楽に反応して，より速く成長することが分かりました。また，
実験は，植物にとって 1日あたりの音楽の時間が長い方が好ましいことを示しました。
（Slide 7）:結論
結論としては，追実験を行い，植物が受ける光の量を調節する必要があります。私た
ちの実験では，植物が受けた光の量がばらばらであった可能性があるからです。さらに，
異なる植物を用いた追実験を行い，それらが音楽にどう反応するかを調べてもよいと思
います。
終わりの挨拶
ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

p. 46

Exercise A

[Answers]
1. To report a fire, use the red switch. It is behind a glass cover.
2. To put out a fire, just point and shoot the fire extinguisher. The foam will cover a

large area.
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3. To help prevent accidents, consider all chemicals to be dangerous. Wear goggles or
safety glasses and protective clothing whenever handling chemicals.

4. To remove any chemical residue, wash all equipment thoroughly. The residue could
be hazardous.

p. 47

Exercise B

[Answers]
1. Plant five different types of plant seeds in each of the six pots of soil.
2. Expose each set of two pots to different level of light.
3. Measure and record the heights of the plants once a week for four weeks.
4. Plot the results on graph paper.
5. Analyze the data.

p. 48

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
The purpose of this experiment is to determine how temperature affects the time it

takes an antacid tablet to dissolve in water. You will need the following equipment for
the experiment: 1) a beaker, 2) a thermometer, 3) a stopwatch, 4) three antacid tablets,
5) hot water and 6) ice water.

First, fill the beaker with water from the tap. Use the thermometer to measure the
temperature of the water. Record the temperature. Now, drop one antacid tablet into the
water. Use the stopwatch to time how long it takes for the antacid tablet to dissolve
completely. Record this time. Repeat the experiment, this time, using a beaker of hot
water. Then, repeat the experiment one more time using a beaker of ice water. Plot your
results on graph paper. Plot the temperature on the horizontal, or x, axis. Plot the time
on the vertical, or y, axis. You can use a large dot to mark each result. Finally, draw a
smooth curve through the three marks.

Let’s look at the results. The line shows how the time needed for dissolving the tablet
depends on the temperature of the water.

From our results, we can reasonably conclude that antacids dissolve more quickly in
hot water than in cold water.

【試訳】
　この実験の目的は，制酸剤が水に溶ける時間に温度がどう影響するのかを明らかに
することです。実験には以下の道具を使います。

1）ビーカー，2）温度計，3）ストップウォッチ，4）制酸剤 3錠，5）お湯，6）氷水
まず，水道水をビーカーに入れます。温度計で水温を計り，温度を記録します。次に，
制酸剤 1錠を水に入れます。ストップウォッチで制酸剤が完全に溶けるまでにかかる時
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間を計り，その時間を記録します。今度は，ビーカーに入れたお湯で同じ実験を繰り返
します。次に，ビーカーに入れた氷水で再度実験を行います。結果をグラフ紙にプロッ
トしていきます。温度を横軸すなわちX軸に，時間を縦軸すなわちY軸にプロットしま
す。それぞれの結果を大きめの点でマークします。最後に，3つの点を滑らかな曲線で結
びます。
では，結果を見てみましょう。グラフ線は，錠剤が溶けるのにかかる時間が水の温度
にどのように関わっているかを示しています。
この結果から，制酸剤は冷たい水よりも温かい水でより早く溶ける，と合理的に結論
づけることができます。

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている項目に 1枚ずつ，計 4枚のスライドを作成させる。

□学生のレベルにより，1人で4枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だけ選ん
で作成させたり，グループまたはペアで1枚を作成させたりするなどするとよい。ス
ライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

p. 49

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. 各文の各グループ（a～ d）を等間隔で読むように学習させる。
2. 日本語の「サ」行音で連想される英語音 /s/，/T/と，「ザ」行音で連想される英語
音 /z/，/D/の正しい発音を学習させる（/s/以外はすでに学習済み）。/s/は /z/同様舌
を下の前歯の裏に近づけるが，声帯は振動させない無声音である。
同様の例：sing-thing, sick-thick, face-faith, pass-path, worse-worth,

Zen-then, breeze-breathe, close-clothe
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UNIT 8

Step by Step
pp. 50–51

Model Presentation 8

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんにちは。ヤスダ・アヤコです。

（Slide 2）: 序論
皆さんは写真にご興味がありますか。実はピンホールカメラで撮った写真が，とても
芸術的だということをご存知ですか。私がピンホールカメラをどう使ったか，ご説明し
ましょう。
（Slide 3）: 本論（1）
暗室でピンホールカメラに印画紙を装填し，光を通さない袋に入れました。

（Slide 4）: 本論（2）
撮影現場で，カメラをビーンバッグの上に置き，カメラがぐらつかないようにしま
した。次に，別のビーンバッグをカメラの上に置き，露光中にカメラが風で揺れないよ
うにしました。
（Slide 5）: 本論（3）
動きを捉えるため，ピンホールを 2分間開放しました。シャッターを開けた後，カメ
ラの前で15秒間立ち，その後姿勢を変えてカメラの前に1分間座り，立ち上がってシャッ
ターを閉め，急いでカメラを遮光袋に戻しました。
（Slide 6）: 本論（4）
最後に，フィルムを現像しました。写真の中のほとんどの物体ははっきりと写ってい
ますが，撮影者である私の像はぼやけています。
（Slide 7）: 結論
私は 2つの目的を達成しました。1つは，ピンホールカメラで芸術的な写真を撮るこ
と，2つめは，動きを捉えることです。
終わりの挨拶
ありがとうございました。

＊ビーンバッグ
バードウォッチングなどネイチャーフォトグラフィーの世界でカメラを安定させるた
めに使われる袋のことで，中に豆などを詰めているので「ビーンバッグ」と呼ばれる。三
脚よりも安定しており，また中身を取り出せるようにしておけば，空のまま持参して現
地で詰めることができるといった利便性に優れている。通常，カメラ本体の下に置いて
使用するが，望遠レンズのブレを防ぐために三脚と合わせて使う場合には，上部に置い
て安定させる。ビーンバッグは，カメラを車の屋根や，車のドア枠に乗せて写真を撮る
際にも便利である。
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Useful Words & Phrases

pp. 52–53

Exercise A

[Audio Script / Answers]
1) Collect
2) cut
3) Push
4) Repeat
5) remove

p. 53

Exercise B

[Answers]
1) glass
2) tiny
3) passes
4) straight
5) inverted

Exercise C

[Answers]
1) load
2) put
3) arrive
4) uncover
5) Wait

p. 54

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Today I’m going to tell you how to load photographic film into your pinhole camera.

When you load the photographic film into your camera, you will need to use a
darkroom. This is a place where there is no light. Once inside the darkroom, turn off all
the lights except for the safelight. A safelight is a special light that does not affect
photographic film. Take the lid off your pinhole camera. Then take one sheet of paper
film. Pinhole cameras use black and white photographic paper that is about 13 by 18
centimeters in size. Since this paper is mounted on paper instead of transparent plastic,
it is called paper film. Now find the film side of the paper. This is the shiny side, and
you will see this with the safelight. Another way to check which is the shiny side is to
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use your finger and touch the paper. The sticky side is the film side. Gently slide the
film into your camera with the film side of the paper toward the pinhole. Make sure that
the center of the paper film is behind the shutter. The shutter is the piece of paper that
covers the pinhole. Finally, put the lid back on the camera. Your camera is now ready to
take a photograph.

I’ll go over these simple steps again. One, open the camera in a darkroom. Two, use a
safelight. Three, find the film side of a piece of paper film. Four, slide the film into the
camera with the film side facing the shutter. Five, close the camera.

【試訳】
本日は，ピンホールカメラに写真用フィルムを装填する手順を説明したいと思います。
カメラにフィルムを装填する際は，暗室を利用する必要があります。すなわち光の全く
ない場所です。暗室に入ったら安全灯以外の電気をすべて消します。安全灯は写真用フィ
ルムに影響を与えない特別な光のことです。ピンホールカメラのふたを外します，次に，
紙フィルムを 1枚取り出します。ピンホールカメラには 13× 18センチの白黒の印画紙
を使います。透明なプラスチックフィルムの代わりに紙を使うことから，これは紙フィ
ルムと呼ばれます。次に，紙のどちらの面がフィルム面かを確認します。光沢のある面
がフィルム面であることを安全灯で確認します。あるいは，指で紙に触れることで光沢
面がどちらなのか分かります。粘着性のある方がフィルム面です。フィルム面をピンホー
ルに向け，カメラにそっと差し込みます。紙フィルムの中心がシャッターの後ろに来る
ようにします。シャッターはピンホールを塞いでいる 1枚の紙です。最後に，カメラの
ふたを閉じます。これでカメラは写真を撮る用意ができました。
もう一度，手順の要点を復習します。一，暗室でカメラを開ける。二，安全灯を使う。
三，紙フィルムのフィルム面を確認する。四，フィルム面をシャッター側に向けてフィ
ルムをカメラに差し込む。五，カメラのふたを閉める。

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている要素に 1枚ずつ，計 5枚のスライドを作成させる。

□学生のレベルにより，1人で5枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だけ選ん
で作成させたり，グループまたはペアで1枚を作成させたりするなどするとよい。ス
ライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

p. 55

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
/S/と /s/の違い（例えば she–seeの区別），/f/音と /h/音の違い（例えば foodとhood，
feel–heelの区別）を学習する。
同様の例：ship– sip, sheet–seat, she’ll–seal, shin–sin, feat–heat, fill–hill, fair–hair,

fold–hold, fall–hall
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UNIT 9

Let Me Explain
pp. 56–57

Model Presentation 7

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんばんは。私はフジノ・ヒサシです。東西大学の学生です。

（Slide 2）: 序論（1）
電気メッキは幅広い用途に適用できる，有用な加工方法の 1つです。この方法は，装
飾や保護のために利用することができます。
（Slide 3）: 序論（2）
電気メッキを行う前に，金属の表面は正しい前処理を施しておく必要があります。時
間と手間をかければ，それだけ高品質の製品を作ることができます。それでは，そのや
り方をお話します。
（Slide 4）: 本論（1）
工場で電気メッキする部品は，供給業者の機械加工部門で作られたものです。そのた
め，ごみ，金属の削りくず，油膜などが残っていることがよくあります。こうした部品
は，電解質溶液に浸ける前に入念に洗浄しなくてはなりません。
（Slide 5）: 本論（2）
基板は2つのやり方で洗浄します。1つは，超音波処理によって穴開けや型の打ち抜き
後に残る金属片を取り除くというものです。
（Slide 6）: 本論（3）
もう 1つは，基板を特殊化学溶液に浸すという方法です。これにより，表面について
いる油分を乳化させて洗い流します。
（Slide 7）: 結論
これで部品を電気メッキする準備が整いました。しかし，表面をきれいにしておくな
どの準備を適切に行わないと，電気メッキは高品質なものとはなりません。
終わりの挨拶
ご清聴ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

p. 59

Exercise A
4→ 1→ 6→ 5→ 3→ 2
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Exercise B
1) many
2) uses
3) method
4) modern
5) production

p. 60

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Today I’d like to explain a simple experiment. The aim of the experiment was to use

electrolysis to electroplate, or cover, an iron nail with a thin layer of copper. The
materials used were 200 ml of 2-molar copper sulfate solution, a piece of copper, some
accurate scales, two leads with alligator clips, some steel wool, a large iron nail and a 6-
volt power supply. First, I cleaned the copper and the nail thoroughly with the steel
wool. Then I recorded the mass of the nail and piece of copper. Once the items were
ready to be used, I prepared the electroplating tank. The nail and the copper were placed
into the copper sulfate solution. The copper was attached to the positive terminal and
the nail to the negative terminal. Once everything was ready, the power was turned
on—after making sure that the nail and copper were not touching. I waited for 30
minutes. Then I turned off the power and removed the nail and the copper. After they
dried, I weighed them again and observed their appearances. The piece of copper
weighed less than it did originally. The iron nail is now bluish in color and increased in
weight. Based on this experiment, I conclude that copper from the piece of copper
traveled through the electrolyte solution and attached itself to the iron nail.

【試訳】
本日は簡単な実験をご紹介したいと思います。実験の目的は，電気分解を利用して鉄
くぎを銅の薄膜で覆う，すなわち電気メッキすることでした。使用した材料は，2モルの
硫酸銅溶液 200 ml，銅板，精密な天秤，わに口クリップのついたリード線 2本。鉄綿，
大型の鉄釘，そして 6Vの電源でした。まず，銅と釘を鉄綿で徹底洗浄しました。次に，
釘と銅板の質量を計測しました。実験材料の準備ができると，電気メッキ用の水槽を用
意しました。そして釘と銅を硫酸銅溶液の中に入れました。銅は正の電極に，釘は負の
電極につなげました。すべての用意ができると，釘と銅が接触していないことを確かめ
た上で，電源を入れました。30分待った後で電源を切り，釘と銅を取り出しました。釘
と銅は乾燥させた後で，再度質量を計測し，その外見を観察しました。銅の質量は実験
前よりも軽くなっていました。他方，鉄釘は青みがかり，質量が増していました。この
実験に基づき，銅が銅板から離れ，電解質溶液の中を移動して鉄釘に付着したものと結
論づけました。
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Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている項目に 1枚ずつ，計 4枚のスライドを作成させる。

□学生のレベルにより，1人で 4枚すべてを作成することが難しい場合は，１枚だけ選
んで作成させたり，グループまたはペアで 1枚を作成させたりするなどするとよい。
スライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものを提出させるとよい。

p. 61

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
同じ文であっても，文脈や含意が異なると強調する部分（ストレスの置かれる語句）が
変化することを理解させる。

1. Today I’d like to explain a simple experiment.

2. Today I’d like to explain a simple experiment.

3. Today I’d like to explain a simple experiment.

4. Today I’d like to explain a simple experiment.

5. Today I’d like to explain a simple experiment.
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UNIT 10

Make a Record
pp. 62–63

Model Presentation 10

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
おはようございます。私の名前はオノ・マサルです。

（Slide 2）: 序論
「フーコーの振り子」について聞いたことがありますか。19世紀の中頃，ジャン・フー
コーは地球が実際に回転しているということを証明する方法を考え出しました。それで
は彼の実験についてお話ししましょう。
（Slide 3）: 本論（1）
フーコーは，地球の自転は北極で簡単な実験を行えば実証できると考えていました。地
球が自転していれば，振り子の真下の地面は円を描いて動くことになります。
（Slide 4）: 本論（2）
しかし，もし地球が回転していないのであれば，振り子の下の地面は動くことはあり
ません。
（Slide 5）: 本論（3）
フーコーはパリに巨大な振り子を設置し，長いひもの端に先のとがった大きなおもり
を取り付けました。
（Slide 6）: 本論（4）
そして振り子の周囲に砂をまき，厚い砂の層を作りました。振り子が前後に揺れると，
振り子に取り付けたおもりが，この砂の層に軌跡を残しました。
（Slide 7）: 本論（5）
数分後，砂上の振り子の軌跡は確かに動いていました。

（Slide 8）: 結論
フーコーは，地球が動いているということを人々に納得させることができました。フー
コーの実験は現在でも非常に有名で，世界中の多くの博物館で目にすることができます。
終わりの挨拶
ご清聴ありがとうございました。

Useful Words & Phrases

p. 64

Exercise A
1. A guitar string will produce sound until it stops vibrating.
2. Be sure to put your equipment away after you finish using it.
3. During an eclipse, the sun is hidden from view.
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4. Upon discovering the fire, we called the fire department.
5. Do not immerse hot glassware in cold water when cleaning it.

Exercise B

[Audio Script / Answers]
Nearly all objects, when hit or plucked, will vibrate. After you drop a pencil on the

floor, it will vibrate. Upon being plucked, a guitar string will vibrate. As the string
vibrates, a sound wave is created. The sound may be musical or noisy, depending on the
frequency of the vibration.

After you press a string on the neck of the guitar, the vibrating portion of the string is
shortened. When the length of the guitar string is shortened, the wavelength of the
vibrating wave changes. As soon as the wavelength changes, the resulting musical
sounds change as well.

p. 65

Exercise C

[Audio Script / Answers]
1. To begin
2. After
3. Before
4. After
5. then
6. Next
7. As soon as
8. Following that
9. After that

10. Upon

p. 66

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script/ Answers]
Recently a spaceship traveled to a new planet. The astronauts wanted to measure the

gravity of the new planet. This is the equipment the astronauts used: a stand, some
string, a small weight or bob, a stopwatch, and a meter rule. First the astronauts
attached the pendulum to the stand. Then they measured the distance, 1, from the stand
to the center of the bob, using the meter rule. Following that, they held the bob about 20
degrees from the stand and released it. The time taken for 100 swings was measured
and recorded. They repeated this experiment three times with different pendulum
lengths: 20 centimeters, 40 centimeters and 80 centimeters. The astronauts’ results are
shown in the table. The astronauts knew that T = 2π   l/g where T is the time for one
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swing of the pendulum and l is the length of the pendulum. This formula can also be
written as g = 4π2l/T2. Using this formula, the astronauts calculated “g,” the value of
gravity, using the three values from the table. The average value of “g” was 2.74 m/s2.
In conclusion, the astronauts successfully used a simple pendulum to determine the
force of gravity on the new planet.

*m/s2: meters per second squared

【試訳】
最近，1台の宇宙船が未知の惑星に着陸しました。宇宙飛行士たちは，その星の重力を
計測しようと考えました。飛行士たちは次のような装置を使いました：スタンド，ひも，
小型のおもり，ストップウォッチ，そしてメートル尺。まず，飛行士たちはスタンドに
振り子を取り付けました。次に，メートル尺を用いてスタンドからおもりの中央部まで
の距離 (l)を測りました。そのあとで，おもりをスタンドから 20度傾けた位置まで動か
し，手を放しました。そして 100回振れるのにかかった時間を計測し，それを記録しま
した。飛行士たちは，長さの異なる振り子（20cm/40cm/80cm）で計 3回実験を繰り返
しました。その結果は表に示されています。飛行士たちは，T=2π√l/g（Tは振り子が 1
回振れるのに要した時間，lは振り子の長さ）という公式を知っていました。この公式は，
g=4π2l/T2と書くこともできます。この公式を用いて，表の3つの値から飛行士たちは重
力の値“g”を算出しました。“g”の平均値は2.74m/s2でした。結論として，飛行士たち
は，簡単な振り子を用いて未知の星の重力を測ることに成功したのでした。

p. 67

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーションについて，Keyで示され
ている項目に 1枚ずつ，計 4枚のスライドを作成させる。

□学生のレベルにより，1人で4枚すべてを作成することが難しい場合は，1枚だけ選ん
で作成させたり，グループまたはペアで1枚を作成させたりするなどするとよい。ス
ライドは巻末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
1. /r/と /l/を含む子音結合の発音を練習させる。子音結合は一続きの音として発音
し，/r/や /l/の前に日本語式に「ゥ」などの母音が入らないように注意させる。実
際 /pr-, pl-, tr-, kr-, kl-/の子音結合における /r/と /l/は無声音であり，最初の母音を
発音するまでは声帯は振動させない。

同様の例：prince, proud, proof, please, plan, pleasure, tree, tramp, train,
crown, cream, crone, clear, class, close

2. T = 2π   l/g: T equals two pi times the square root of l over g.
g = 4π2 l/T2: g equals four pi squared times l all over T squared.
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UNIT 11

Chances Are . . .
pp. 68–69

Model Presentation 11

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんにちは。私はクボヤマ・サキです。

（Slide 2）: 序論（1）
植物は火星で生存できるでしょうか。この実験の目的は，トマトの種が宇宙空間の過
酷な環境にさらされても発芽するのかどうかを判断することです。
（Slide 3）: 本論（1）
今回の実験では，3種類のトマトの種を使うことにしました。Aグループの種は普通の
トマトの種でした。これを実験の対照群としました。
（Slide 4）: 本論（2）

Bグループの種は，低温で乾燥した冬の北海道で保存しました。これは宇宙船内の環
境と似ているものです。
（Slide 5）: 本論（3）

Cグループの種は，宇宙局によって低温で酸素のない真空状態に保たれました。これ
は，宇宙船内で酸素漏れが生じた際の種の様子を表しています。
（Slide 6）: 本論（4）
次に，種を同じ環境で植え，しばらくそのままにしておきました。予想通り，A型は

90パーセントが発芽に成功し，B型は85パーセントがかなり速いスピードで発芽しまし
た。
（Slide 7）: 本論（5）
驚いたことに，C型は 55パーセントが発芽し，対照群と同じ速さで成長しました。

（Slide8）: 結論
これらの結果により，宇宙旅行の際に酸素が漏れても，トマトの種子が駄目になって
しまうことはないという結論に達しました。しかし，宇宙空間に実際に保存された種を
使って，さらなる研究を行っていく必要があります。
終わりの挨拶
ありがとうございました。
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Useful Words & Phrases

p. 71

Exercise A

[Audio Script / Answers]
1. This seed will definitely germinate.
2. There is a very high possibility that this seed will germinate.
3. It is likely that this seed will germinate.
4. It is probable that this seed will germinate.
5. This seed may germinate.
6. The probability that this seed will germinate is low.
7. There is very little possibility that this seed will germinate.
8. This seed will not germinate.

Exercise B

[Audio Script / Answers]
1) unlikely
2) A
3) C
4) strong
5) B
6) likely
7) unlikely
8) B
9) certain

10) likely

pp. 72–73

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
Presenter: OK, that about wraps up my presentation. Are there any questions?

Listener �: Could you summarize what is needed for germination?
Presenter: Yes. When the conditions are right, the seed is likely to germinate, or

sprout. In general, seeds need very little heat and very little oxygen to
survive. Inside each seed is a very small plant that is just waiting to come
out. Generally, the seed needs the proper temperature and moisture before
it can germinate.

Listener �: How long can a seed remain dormant?
Presenter: Some seeds do not have a long life. For example, some maple seeds have a

low possibility of germinating after just two weeks. Similarly, there is little
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possibility that chervil seeds will germinate unless they are planted within
one year. On the other hand, celery, cabbage or cucumber seeds may
germinate even after being dormant for 10 years or longer.

Listener �: What are some of the things that reduce the probability of germination?
Presenter: Thank you for your question. The things that will generally lower the

possibility of germination include gathering the seeds too early or keeping
them at too high a temperature when they are stored.

【試訳】
プレゼンター： これで私のプレゼンテーションを終わりにさせていただきます。何かご

質問がありますか。
リスナー�： 発芽に必要なことを要約していただけますか。
プレゼンター： 分かりました。いくつかの条件が整えば，種子は発芽，すなわち，芽を

出します。一般に，種子は熱や酸素をほとんど与えなくても生きていけ
ます。どの種子の中にも，すぐに芽を出そうとしているとても小さな苗
が入っています。通常，種子が発芽するには，適度な温度と湿度が必要
です。

リスナー�： 種子はどのくらいの間，休眠状態でいられるのですか。
プレゼンター： 種子の中には寿命が短いものもあります。例えば，カエデ科の種子の中

には，2週間過ぎただけで発芽する確率が低くなるものがあります。同
様に，チャービル（セリ科の香草）の種子は，1年以内に種を植えない
と発芽することはほとんどありません。他方，セロリ，キャベツ，キュ
ウリなどは，10年以上休眠状態が続いても発芽することがあります。

リスナー�： 発芽の可能性を低くする要素として，どのようなものがあるのですか。
プレゼンター： ご質問ありがとうございます。発芽の可能性を低くするものとしては，

種子の取り入れが早過ぎたり，種子を高温過ぎるところに貯蔵したりす
る，などといったことが考えられます。

Homework

□自宅学習として，Listening Practiceのプレゼンテーション後の質疑応答について，
Keyで示されている項目に 1枚ずつ，計 3枚のスライドを作成させる。スライドは巻
末に付属の用紙をコピーしたものに記入させ，提出させるとよい。

p. 73

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
下線の語のストレスのある音節が等間隔に現れるようなリズムで読ませる。

1. Good morning. Welcome to my presentation.
2. The main points I will be talking about / are x, (→ ) y (→ ) and z. (↓ )
3. Finally, / let me say / that I’ll be happy to answer any questions at the end.
4. Let’s look at this chart.
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5. Now, I’d like to take any questions that you may have.
6. Are there any questions? (↑ )
7. Thank you for your question.
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UNIT 12

Charting Your Presentation
pp. 74–75

Model Presentation 12

【試訳】
（Slide 1）: 挨拶と自己紹介
こんにちは。私はヨシダ・ユウコです。

（Slide 2）: 序論
本日は，これからばねを使った実験をご紹介いたします。実験の目的は，ばね定数を
求めることでした。
（Slide 3）: 本論（1）
結果はグラフ上にプロットしました。X軸は質量，Y軸はばねが伸びた距離を表して
います。グラフからお分かりのように，XはYに比例しています。
（Slide 4）: 本論（2）
この結果より，ばね定数Kを計算しました。ニュートンの第二法則に従い，物体にか
かる重力（F）は，物体の質量（m）に重力加速度（g）をかけた値に等しくなります。
（Slide 5）: 本論（3）
従って，おもりを付けて台からつるしたばねに対しては，F = m × gが成り立ちます。

Fは，F = k × d（kはばね定数，dは変位）と表すこともできます。
（Slide 6）: 本論（4）
静止状態のばねの先端部に対して Fは等しくなければならないので，mg = kdが成り
立ちます。従って，mg = kdならば，d/m＝ g/kが成り立ちます。
（Slide 7）: 本論（5）
グラフ上の最良適合値より，d/m = 0.3625という結果を得ていますので，g/k = 0.3625
となります。従って，k = 9.8/0.3625より，kの値は 27.03 kg/s2となります。
（Slide 8）: 結論
結論として，今回の実験から，ばね定数 kは 27.03 kg/s?ということが示されました。
終わりの挨拶
ありがとうございました。

＊書き言葉では実験の結果は通常過去形で記しますが，プレゼンテーションではSlide
2のThe aim was to determine its stiffness constant.をThe aim is to determine its stiffness
constant.のように，また，Slide 3のThe results were plotted on the graph.をThe results
are plotted on the graph.のように，現在形とする方が正しいとする考えもあります。
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Useful Words & Phrases

p. 76

Exercise A

[Audio Script / Answers]
1. The x- or horizontal axis shows time measured in years.
2. The y- or vertical axis represents the amount of radiation.
3. As you can see, the slope of the line is very steep between points A and B.
4. The line falls very sharply between points A and B.
5. The line falls less quickly between points B and C.
6. The line begins to flatten out between points C and D.

p. 77

Exercise B

[Audio Script / Answers]
a. 3 Nuclear power stations [provide 39% of Japan’s electricity].
b. 1 This pie chart shows [how Japan generates electricity].
c. 4 The second [largest source of electricity is natural gas].
d. 5 [14% of Japan’s electricity is supplied by hydroelectric] power stations.
e. 2 As you can see, [the pie chart consists of five different sections]: nuclear,

natural gas, hydroelectric, coal and petroleum.

Hello. Today we are going to look at the various ways that Japan generates
electricity. This pie chart shows how Japan generates electricity. Please look at the
chart. As you can see, the pie chart consists of five different sections: nuclear, natural
gas, hydroelectric, coal and petroleum. Nuclear power stations provide 39% of Japan’s
electricity. The second largest source of electricity is natural gas. Power stations that
burn natural gas provide one-third of Japan’s needs. In fact, nuclear power stations and
natural gas power stations together provide almost three-quarters of Japan’s electricity.
Fourteen percent (14%) of Japan’s electricity is supplied by hydroelectric power
stations. And the remaining 14% is provided by power stations that use coal-fired or
petroleum-fired turbines. Thank you for your attention.

p. 78

Language Skills

Listening Practice

[Audio Script / Answers]
How many of you had a soda drink this week? Today, I’d like to talk to you about

aluminum can recycling in the U.S.A. In the past 30 years, the number of aluminum
cans sold in the U.S.A. has increased greatly. There has been much talk of recycling,
but each year we recycle fewer aluminum cans. Please look at the graph. The x-axis



47Teacher’s Manual

shows the years 1975 to 2004. The y-axis shows the numbers of cans in billions that are
wasted. By this, I mean these cans are not recycled. As you can see, approximately 6
billion cans were wasted, or not recycled, in 1975. However, in 2004, that number had
risen to 55 billion cans. Between 1983 and 1985, can wastage actually decreased.
During that time, 56% of aluminum cans were recycled. Unfortunately, since 1986,
wastage has increased steeply. Now, only 45% of aluminum cans are recycled. That
means that Americans recycle less than half of these cans. I’ll finish today with a
frightening figure. We waste over 800,000 tons of aluminum per year. That’s 800,000
tons. I think that we can do better. In fact, we must do better.

【試訳】
あなた方の何人の方が，今週ソーダ水を飲んだでしょうか。本日は，アメリカでアル
ミ缶がリサイクルされている実情をお話ししたいと思います。過去30年間にアメリカで
販売されたアルミ缶の数は，非常に増えてきました。リサイクルが話題になることは多
くなりましたが，アルミ缶のリサイクルの量は年々少なくなっています。グラフをご覧
ください。X軸は 1975年から 2004年までの期間を表しています。Y軸は廃棄された缶
の数を表しています（単位は 10億）。このことは，それだけの缶がリサイクルされてい
ないということを意味します。ご覧のように，1975年にはおおよそ 60億の缶が廃棄さ
れている，すなわち，リサイクルされていません。しかし2004年には，その数が550億
まで増加しました。1983年から 1985年の間では，缶の廃棄量は確かに減りました。そ
の期間には，56パーセントのアルミ缶がリサイクルされました。しかし残念なことに，
1986年以降，廃棄量は右肩上がりに増加しています。現在はわずか 45パーセントのア
ルミ缶しかリサイクルされていません。これは，アメリカ人がアルミ缶の半分以下しか
リサイクルしていないということを意味します。本日は，恐ろしい数字をお伝えして締
めくくることにします。私たちは年間80万トン以上のアルミ缶を廃棄しています。いい
ですか，80万トンです。私たちにはこれを改善することができると思います。いや，し
なくてはいけないのです。

Homework

□自宅学習として， Listening Practice のプレゼンテーションついて，Keyで示されて
いる項目に1枚ずつ，計4枚のスライドを作成させる。スライドは巻末に付属の用紙
をコピーしたものを提出させるとよい。

p. 79

Pronunciation Practice

[Audio Script / Answers]
単位を含む「数値」を強調して長めに発音できるように練習させる。特に，年代の読
み方，%記号の発音とストレスに注意させる。
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pp. 81–93

Presentation Summaries
各ユニット冒頭のModel Presentationについて，その構造を明らかにしながら，日本
語でアウトラインを作成したものである。
学生が予習の際に概要を理解してから，文を詳細に確認できるように，また，学生が
自分でアウトラインを作る際の参考にできるようにする目的で用意した。

Challenge 1～ 12についてはプレゼンテーションのテストを実施する際の課題として
使えるように配慮した。
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プレゼンテーションテスト 採点・評価基準
以下の各項目について当てはまる場合のみ1点を可算し，20点満点とする。

Delivery（口頭での伝達力）

1 発表時間を有効に活用した。（発表時間が2分の場合は，1分30秒～2分00秒の場

合に適用する）

2 声が大きく良くとおる声（一番後ろの学生に届くほど）で発表できた。

3 posture（姿勢）が適切で（下ばかり向いていない），eye contactを数回行なった。

4 物や図を指し示しながら説明を行なうなど，目に見える効果を活用した。

5 主要な単語の発音に誤りが少なかった。

6 意味的に重要な語句を強調していた（暗記したままの棒読みになっていない）。

7 適切な場所にpauses（休止）があり，文意の伝達を補助していた。

8 適度な速度で話し，英語に流暢さがあった。

9 原稿の暗記が十分で，態度も自信に溢れていた。

10 よく練って丹念に準備されており，熱意が伺える。

Script（英文原稿の作成能力）

11 課題の目的を理解した thesis（論題）になっている。

12 正しく適切な introductionがある。

13 bodyのmain pointsが thesisに基づいて展開している。

14 正しく適切なconclusionがある。

15 全体の分量が短すぎず適切である。

16 論旨が論理的に流れている。

17 授業で学習した表現・構文を多く活用している。

18 文法的な誤りが少ない。（例えば100語の英文で誤りは5個所以内）

19 全体的に大学生としての知性を感じられ，説得力のある内容である。

20 内容に工夫が見られ，独創性が見られる。

p. 94

Evaluation of Presentations

この評価表（Evaluation of Presentations）と採点・評価基準は学期中に2～3回のプレゼン
テーションテストを実施することを想定して作成したものである。クラス人数を約30人以内
として，1人の学生の発表時間を2分と設定し，英文原稿を作成させ，それを暗唱させる形式
を考案した。1つの授業の例として参考になれば幸いである。しかし，評価表や採点・評価基
準は授業の形態に合わせて，各教員が自由に作り変えることが好ましいと思われるので，評価
項目を自由に記入できるようにブランクにした評価表も用意した。
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