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Warm-Up Unit: Pre-Test

� Nathan, would you do me a favor?
� What made you decide to study Italian?
� Keep in touch. I’ll write you once in a while.
� I’m terribly sorry to have kept you waiting so long.
� Bill seems a little upset. What’s up with him?
� I always travel light whenever I go abroad.
� I’ve got a quick question to ask you.
� One of the ways you can be better at English is to keep

practicing.
	 I’m really broke. Can you lend me some money?

 Why don’t you check out the latest news on the Internet?
� Stay out of my business, will you?
� Can you keep an eye on my baggage while I’m away?
 I don’t believe you. You’ve got to be kidding!
� You mean Joe? He’s gone to the dentist’s.
� I hope we’ll get together again soon.
� There won’t be any additional charge for using this function.
� It could’ve been worse!
� You should’ve paid more attention to what the teacher said.
� Things can’t get worse. Don’t let it worry you.
� It’s a piece of cake! I could do that with my eyes closed.

Unit 1

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Lisa: Hi, I’m Lisa.
Harry: Hi, I’m Harry.
Lisa & Harry: (to listeners) Welcome to the “Tongue Twister!”

Section.
Lisa: We’re going to help listeners learn how to pronounce

English words and sentences more smoothly and natu-



4

rally by practicing some tongue twisters together.
Now what are “Tongue Twisters,” Harry? Do you

know?
Harry: Yeah. (slowly) “Tongue Twisters” are words or phrases

that are difficult to say quickly or correctly. They get
more difficult especially when they are repeated
quickly and often.

Lisa: That’s correct! Harry, do you know any of these tongue
twisters?

Harry: I sure do. How about (slowly) “She sells seashells by the
seashore?”

Lisa: That’s a good one! Now today’s tongue twister is this.
“Peter Piper picked a peck of pickled peppers.” This
one is also popular. It’s kind of long but can you say it,
Harry?

Harry: Sure. No problem.
Lisa: Be sure to pay attention to the first [p] sound of each

word in the sentence. They are likely to be pronounced
strongly. Now, can you say it?

Harry: OK. (slowly) “Peter Piper picked a peck of pickled pep-
pers. / A peck of pickled peppers Peter Piper picked. / If
Peter Piper picked a peck of pickled peppers, / how
many pickled peppers did Peter Piper pick?”

Lisa: Good job! Now can you say it faster?
Harry: (surprised) Faster? All right. I’ll give it a try. (faster)

“Peter Piper picked a peck of pickled peppers. / A peck
of pickled peppers Peter Piper picked. / If Peter Piper
picked a peck of pickled peppers, / how many pickled
peppers did Peter Piper pick?”

Lisa: (praising) Good for you, Harry! Now listeners, it’s
YOUR turn to practice. Can you say it smoothly and
correctly?
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4. Lyrics
� Home
� sea
� waters
� free
� bird
� clouds
� free
� night
	 dying

 Home
� sea
� waters
 free
� free

試　訳

Sailing
セイリング

海を行く　海を
また安らぎの場所へと　海を渡って
海を行く　嵐の海を
あなたのそばに行くために　自由になるために

飛んで行く　飛んで
鳥のように　空を渡り
飛んで行く　空高い雲を通り越し
あなたのところへ　自由になるために

* 聞こえるだろうか　私の声が
暗黒の夜を通り越し　遠くまで
死にそうなくらい　いつまでもがんばっている
あなたと一緒にいたくて　だれにわかるだろうか

* くりかえし



6

我らは海を行く　海を
また安らぎの場所へと　海を渡って
海を行く　嵐の海を
あなたのそばに行くために　自由になるため

おお　神よ　あなたのそばに行くために　自由になるため（X3）
おお　神よ

5. Read about the Lyrics
試　訳

歌の歌詞というものは，たいてい単純で直接的なので，理解しやすいも
のです。しかし，時に作詞家はいつもとは異なる，あるいは特別な意味を
持つ言葉を使うので，歌に込められたメッセージがはっきりわからないこ
とがあるかもしれません。単語や語句が別のものを意味するように使うテ
クニックは「メタファー」と呼ばれています。作詞家が適切なメタファー
を選ぶと，聞く側はその歌をより自分の気持ちに近いものとして解釈する
ことができます。私たちは，その歌が自分のために書かれたとさえ思うこ
とがあるかもしれません。「セイリング」はたくさんのメタファーに満ち
た歌です。
人はさまざまな理由で旅に出かけますが，時には楽しみのためではな
く，特別な目的や必要に迫られて長い旅に出ます。この歌では，航海は人
生という旅や，私たちが物質的あるいは精神的な幸福を追い求めることの
メタファーとなっています。
歌の最初の部分で，歌い手は彼が長く困難な旅をしていると私たちに
語っています。荒れた海や暗い夜は，困難や絶望のメタファーです。歌い
手は，全力を尽くして彼が愛する人の元に行こうとします。彼は自分の置
かれた状況を詳しく語ってはいませんが，私たちにはそれが楽な旅ではな
く，成功しないかもしれないことがわかります。聞き手がこのような感情
に共感できるのは，私たちがみな幸せと愛を探し求めているからです。
詩の途中で「（僕は）海を行く」から「我らは海を行く」に変わるのは，
物質的な幸せや愛だけが私たちの人生の目標ではないと教えているように
思われます。したがって，航海は私たちの誰もがしなくてはならない精神
的な旅のメタファーとなり，私たちの魂の救済と人生の苦しみからの真の
自由は死後ようやく私たちのものとなるのだというメッセージを送ってい
るのです。この歌の普遍的なテーマのおかげで，この歌はポピュラー音楽
史上で最も息の長いバラードのひとつになっています。
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6. Read All about Rod Stewart
� played
� started
� reached
� continued
� faced
� made

試　訳

シンガーソングライターのロデリック・デーヴィッド・スチュアートは，
1945年1月10日にイギリスのロンドンに生まれました。彼はかつてブレ
ントフォード・サッカークラブでプレーしたことがあり，今でも熱心な
サッカーファンです。スチュアートは，1960年代にウィズ・ジョーンズ，
スティームパケット，ショットガン・エクスプレス，ジェフ・ベック・グ
ループ（JBG）などさまざまなバンドやミュージシャンとともに音楽活動
を開始しました。JBGと活動していた間，彼は『トゥルース』と『コーザ・
ノストラ・ベック・オラ』という2つの重要なアルバムを録音しています。
彼は，別のバンド，スモール・フェイセズ（後にフェイセズと改称）に加
わり，非常に人気の出たデビュー・アルバム『ファースト・ステップ』を
1970年にリリースしました。スチュアートは同時にソロでの活動も開始
しました。彼の3枚目のソロアルバム『エブリ・ピクチャー・テルズ・ア・
ストーリー』は世界的に成功を収め，アメリカでもイギリスでもナンバー
ワンとなりました。
彼は 1970年代に最も人気があったイギリスのロックスターの 1人で，
後にサッカーファンの愛唱歌となった「セイリング」，「キリング・オブ・
ジョージー」，「ファースト・カット・イズ・ザ・ディーペスト」，「トゥナ
イツ・ザ・ナイト」，「ユア・イン・マイ・ハート」などのヒット曲があり
ました。このほかのヒット曲としては，「ホット・レッグス」や「ドゥ・ヤ・
シンク・アイム・セクシー」があります。スチュアートは 80年代に入っ
ても大成功を収め，「ホワット・アム・アイ・ゴナ・ドゥ」，「エヴリ・ビー
ト・オブ・マイ・ハート」や「ベイビー・ジェーン」などの大ヒットを飛
ばしました。
彼は，1993年にロン・ウッド（JBGの元ベース奏者）と再び組んで，

MTVアンプラグド（アコースティック）のコンサートを録音しましたが，
その中にはトップテン入りしたシングル曲「ハヴ・アイ・トールド・ユー・
レイトリー」が含まれていました。彼の 1995年のアルバム『スパナー・
イン・ザ・ワークス（邦題：ユア・ザ・スター）』からは「リーヴ・ヴァー
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ジニア・アローン」というヒット曲が生まれました。数年後，彼はのどの
不調でほとんど声が出せなくなるという個人的な災難に見舞われました
が，手術によって回復しました。ロッド・スチュアートは，まぎれもなく
ロックンロール界のスーパースターの1人です。彼は巧みにフォーク，ロッ
ク，ブルース，そしてカントリーをミックスし，情感のこもったハスキー
な声によって 20世紀で最も人気のあるロックスターの 1人になったので
す。

Unit 2

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Welcome to the Tongue Twister section again. I’m
Harry and here with me is. . .

Lisa: Hi, I’m Lisa. Harry, what’s today’s tongue twister?
Harry: Today’s tongue twister is not so difficult. It’s (slowly)

“How much wood would you chuck if you could chuck
wood?” The words “would” and “you” sound like
“wouldyou,” “wouldyou” . . .OK? Now can you say it,
Lisa?

Lisa: I think I can. (slowly) “How much wood would you
chuck if you could chuck wood?”

Harry: Oh, that’s good. Now can you say it a little bit faster?
Lisa: Okey dokey. (a little bit faster) “How much wood

would you chuck if you could chuck wood?”
Harry: Great! Now can you say it five times in a row? Don’t

look at the words!
Lisa: OK, I’ll try. “How much wood would you chuck if you

could chuck wood? / How much wood would you
chuck if you could chuck wood? / How much wood
would you chuck if you could chuck wood? / How much
wood would you chuck if you could chuck wood? /
How much wood would you chuck if you could chuck
wood?” Phew . . . !

Harry: That’s really great, Lisa! Otsukare sama deshita. Now
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listeners, it’s YOUR turn to practice. Can you do the
same?

3. Listening for Language
� I’m sorry to have troubled you.
� Nathan, would you do me a favor?
� I’ll lend you some money in case you need it.
� Be quiet! Hold your tongue!
� Don’t bother me. Mind your own business.
� Should you need any help, just let me know.
� Rod, I told you not to smoke in the room.
� Please hold your questions until the speech is finished.
	 I’ll send you some flowers on your anniversary.

 What made you decide to study Italian?

Challenge!
OK. Now we’re going down the slope. Bend your knees!

4. Lyrics
� listen
� missing
� day
� around you
� surround you
� rain
� take
� make
	 take

 reason
� evening
� leaving
 make
� make
� take
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試　訳

Wild Child
ワイルド・チャイルド

目を閉じて
立ち止まり　耳を澄ませて
生きていることを感じとって
そうすればあなたに欠けているものは何もない
理由なんて要らないわ
ただ時の流れに身をまかせればいい

雨が降るなら降らせたままで
あなたのまわりのどこにでも
今は自分の気持ちに逆らわず
時にあなたを包ませるの
理由なんて要らないわ
降り続く雨はそのままにして

* 今日という日はなんて素敵な日でしょう　そうなるのにぴったりな日
なんて素敵な方法でしょう　人生の苦難を乗り越えて行くのにぴったりな
なんて素敵な日なのでしょう　自然のままの自由な姿になれる素敵な日

時間にゆとりをもって
日々のあわただしさから
そうすれば毎日が
うまく行くわ
理由なんて要らないの
すべてあるがままにまかせればいい

夏の太陽が廻ってきても
冬の団欒の時が廻ってきても
春がやってきても
秋が去っていっても
理由なんて要らないわ
すべてあるがままに

* くりかえし（X3）
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5. Read about the Lyrics
試　訳

今日の現代社会では，私たちの日常生活がきっちりとした型にはめられ
ていることに気づきます。私たちは仕事だけでなく遊ぶときでさえ，スケ
ジュールに従っているのです。秩序立てるということはよいことなのです
が，時にはそのことによって私たちは自分が人間ではなく，同じことを何
度も繰り返すだけの機械のように感じてしまうことがあります。この歌
は，私たちに日常の決まり切った生活のパターンを中断し，今一度，人生
と生きていることの実感を心から楽しむように促しています（「耳を澄ま
せて／生きていることを感じとって」）。
しかし，それはどうすれば可能なのでしょう。エンヤは，誰の心の中に
も住んでいる「ワイルド・チャイルド（野生児）」の声を聞くべきだと言っ
ています。一般に，野生児とは問題を起こしてばかりいるティーンエー
ジャーのことであったり，手の付けられない子どものことであったりしま
す。しかし，エンヤの歌にある野生児が手が付けられないのは，それが普
通の生活上の規則に従わず自分の自然な感情や気分どおりに行動するから
です。
エンヤは私たちに野生児のようになり，締め切りやスケジュールに煩わ
されることなく，人生を楽しむために現代の煩雑な日常生活を逃れて一休
みしてはどうかと勧めています（ゆとりをもって／日々のあわただしさか
ら）。彼女は，そのように感じるためには特別な理由も，誰からの許可も
いらないと言っています。ですから，待つ必要などないのです！　今こそ
リラックスして自分を解放するときなのです。なぜなら，どの日も「野生
児」のようになるためには完璧な日なのですから。この歌は私たちに，現
代のストレスの多い生活を新鮮な切り口で見直させてくれるとともに，ゆ
とりを持って身の回りの世界をじっくり味わうことの大切さを思い出させ
てくれます。

6. Read All about Enya
� born
� written
� released
� continued
� featured
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試　訳

エンヤ（エンヤ・ニ・ブレナンはアイルランド語の名前で，それは英語
では daughter of Brennan〈ブレナン家の娘〉となる）は，1961年 5月
17日，アイルランドのドニゴール州で生まれました。彼女の父親は楽団
のリーダーで，母親は元音楽教師のアマチュア音楽家でした。アイルラン
ド人であるエンヤの家族は民族の伝統に忠実で，彼女の家の近辺では誰も
が（ケルト語派の）アイルランド語を話していましたが，彼女の歌のいく
つかもそのことばで書かれています。彼女は大学でクラシック音楽と美術
を学びました。エンヤはクラナドという民族音楽を演奏するバンドに加わ
りましたが，1982年に退団し，映画やテレビ番組の背景音楽を録音する
ようになりました。
彼女が大きな飛躍を遂げたのは1987年，彼女がWEA（ワーナーミュー
ジック）とレコード契約を結んだときのことでした。彼女はその独特の漂
うような音楽が特徴のアルバム『ウォーターマーク』をリリースし，最初
のシングル「オリノコ・フロウ」は 1988年の大ヒット曲になりました。
そのアルバムに収録された曲の多くが『グリーン・カード』や『L.A.ストー
リー』などの映画で使われ，アルバムは 1000万枚を売上げました。
エンヤは，次々と成功をおさめ，国際的にも認められました。彼女は

1992年の『シェパード・ムーン』でグラミー賞を受賞しました。このア
ルバムは世界中で1100万枚を売上げ全米チャートに199週間連続登場し
ました。彼女は『メモリー・オブ・トゥリーズ』（1995）で再びグラミー
賞を受賞しました。1997年，彼女はアルバム『ペイント・ザ・スカイ・
ウィズ・スターズ：ザ・ベスト・オブ・エンヤ』をリリースしました。『ア・
デイ・ウィズアウト・レイン』というアルバムに収められた曲「ワイルド・
チャイルド」は，2001年の映画『冷静と情熱の間（Between Calm and
Passion）』のサウンドトラックとして大きく取り上げられました。同じ年，
彼女は『ロード・オブ・ザ・リング』のサウンドトラックのために 2曲を
作りました。エンヤは，その心を癒してくれる音と和やかな雰囲気の音楽
で人気があります。エンヤはアイルランドでこれまで最も多くの売上げを
記録したソロアーティストであり，1990年代で最も売上げのあった女性
アーティストの 1人です。
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Unit 3

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Hi, everyone! I’m Harry.
Lisa: Hi, there! I’m Lisa. Are you enjoying practicing tongue

twisters? I’m sure you are. Now today we have a good
one. (Slowly) “Do tongue twisters twist your tongue?”

The words “twist” and “your” are said together and
they sound like “twistyour” . . . “twistyour” . . . All
right? And be careful about the [t] sounds at the be-
ginning of each word. They are pronounced with a
little bit more stress.

Harry: You’re right, Lisa. Let me try this one.
Lisa: All right. Go right ahead.

Harry: (slowly) “Do tongue twisters twist your tongue?”
Lisa: Good! Can you say it faster?

Harry: OK. (a little bit faster) “Do tongue twisters twist your
tongue?”

Lisa: Good job! Now can you say it five times in a row?
Harry: (embarrassed) Five times in a row!? OK.

Lisa: Are you ready? Now . . . Go!
Harry: “Do tongue twisters twist your tongue? / Do tongue

twisters twist your tongue? / Do tongue twisters twist
your . . . (mistake) Ouch! I twisted my tongue!

Lisa: Oh, Harry . . . (worried) Are you all right?
Harry: Yeah, . . . (With his tongue twisted) I guess so. Let me

try one more time.
Lisa: OK if you insist. Ready . . . Go!

Harry: “Do tongue twisters twist your tongue? / Do tongue
twisters twist your tongue? / Do tongue twisters twist
your tongue? / Do tongue twisters twist your tongue? /
Do tongue twisters twist your tongue?”

Lisa: You made it, Harry!!
Harry: (sound tired) Yeah, I did it!! Now listeners, can you say

it just like me? Phew . . .
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3. Listening for Language
� Aren’t you cold? Let me get your coat.
� Don’t be so scared. The dog won’t bite you.
� Hey, Jessie! What a surprise to see you here! What brought

you here?
� Keep in touch. I’ll write you once in a while.
� Let me treat you to dinner next time.
� Can you send me an e-mail at your earliest convenience?
� It’s getting rather late. I must let you go.
� Please hold on and I’ll put you through.
	 You must be kidding! I don’t believe what you said.

 I’m terribly sorry to have kept you waiting so long.

Challenge!
It’s great to finally meet you, Dr. Brown.

4. Lyrics
� given
� let you
� about you
� call
� hopeless
� who’s perfect
� wrong with
� make you
	 care of

 need
� die
� won’t you
 meant
� searched
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試　訳

Selfish
セルフィッシュ

とにかくわからないよ
どうしてこんないいやつから逃げようとするの
どうして愛に背を向けようとするの
そしてなぜもうあきらめてしまうの

君が傷ついているのはわかっているよ
でも僕は君にもっとたくさんの愛をあげると誓うよ
君をけっして悲しませたりしないから
だって君こそ僕が愛する人だから
だって自分でも止められないのさ
いつも君のこと考えてるから
君を想うとハートが落ち着かない

* 僕のこと自分勝手だって言ってもいいさ
でも僕がほしいのは君の愛だけ
僕のことどうしようもないやつだって言ってもいいさ
だってどうしようもないくらい君に恋しているから
不完全なやつだって言ってもいいさ
でも完璧なやつなんていないよ
何をすればいいんだい
君には僕しかいないってことを証明するのに
身勝手のどこがいけないの

時間がかかってもいいさ
君にわかってもらえるまで
君には僕以外いないってことを
僕にはどうしても君でなくっちゃいけないのさ
君のことずっと見守っていくよ
君がどんなつらい思いをしても
困ったときには　僕がそばにいる
だから信じておくれ
恋が罪なら僕を罰すればいい
君のためなら死んでもいい
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（X3）

だって君と一緒でなけりゃ　生きていたくないから
どうすればいいのさ

* くりかえし

どうして 2人を離れ離れにしておくの
素直な気持ちになってごらん
僕らは一緒になる運命なのさ
どうして僕を遠ざけるの
僕は君に愛を捧げたいだけさ
永遠に　ずっと

* くりかえし

僕が君に恋してるのは身勝手かも
でも心の中をずっと探してたら
わかったんだ　探してたのは君だったってこと

君には僕しかいないってこと　証明してみせるよ
勝手じゃいけないのかい
いいじゃないか　身勝手でも…

5. Read about the Lyrics
試　訳

この歌は否定的な意味を持つ言葉を，よい意味で使っています。自分の
ことだけしか考えていなかったり，自分にだけ有利なように行動したりす
る人は「自分勝手（セルフィッシュ）」だと非難を込めて呼ばれます。「望
みがない（ホープレス）」ももう 1つの否定的な意味を持つ単語です。望
みのない状況とは，改善する見込みがない状態，あるいは打開策のない問
題のことです。
この歌では，歌い手が，気が乗らない恋人に対して求愛するチャンスを
くれるように説得しているようです。彼は，彼女が誰かのせいでひどく傷
ついたことを知っています（君が傷ついているのはわかっているよ）。歌
い手は彼女にすっかり夢中だと言っていますが，彼女は再び傷つくのを恐
れて彼とは距離を保とうとします。それで，彼を遠ざけるために，彼女は
彼が「自分勝手」（彼は彼女のことではなく自分のことだけ考えている）で
「望みがない」（2人がうまくやっていける可能性はない）と言います。
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歌い手は，それに答えて彼女にこう言います。彼が彼女を愛していると
言うときに彼女が彼のことを「自分勝手」で「望みがない」と言っても構
わない，と。なぜ彼はそのような否定的な言葉を受け入れたのでしょう。
それは，彼女に対する彼の愛が本物であると信じてほしかったからです。
彼は，彼女が使った否定的な言葉を肯定的に解釈することでそうできるの
です。彼が本当に言いたいことは，彼が身勝手に，そして救いようがない
ほど彼女を愛していて，彼女は彼を信じて頼ることができるということで
す。
彼のメッセージは「君の愛を望むことがなぜいけないの？　もし僕が身
勝手になるとしたら，君の愛のようなすばらしいものを望むことこそ一番
したいことなんだ」ということです。歌い手はガールフレンドに，彼女の
すべての愛を望んでいること，そして自分だけのためではなくて，彼女に
とってもよいことであるのだとわかってもらいたいのです。彼はまた，彼
女が誰かを愛することを恐れるべきではなく，もし彼女が彼を受け入れて
くれればその愛情は本物であることがわかるだろうと伝えようとしていま
す。

6. Read All about *NSYNC
� musical
� entertaining
� first
� huge
� worldwide

試　訳

*NSYNC（インシンク）は，ミュージシャンとして身を立てようとフロ
リダ州オーランドにやってきた5人のハンサムで魅力的な才能がある若者
の物語です。J.C.チェイセズとジャスティン・ティンバーレイクは，「ミッ
キーマウス・クラブ」というディズニー・チャンネル制作のバラエティ番
組に共演したときに初めて顔を合わせました。その後，彼らはクリス・カー
クパトリックとジョーイ・ファトーンと出会い，この 4人の若者は親しい
友人となりました。彼らはしばしばクラブに出かけてはダンスをしたり，
一緒に歌ったりして楽しみました。彼らはその場の人を大いに楽しませた
ので，多くの人は彼らがバンドのメンバーだと思ったほどでした。
このことがきっかけで，彼らは本当のバンドを組もうということになり
ました。しかし，彼らがグループを完成させるためには，もう 1人のシン
ガーが必要でした。そこで，ジャスティンの歌のコーチが彼らをランステ
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ン・バスに紹介しました。彼らは *NSYNCというグループ名を各自の名
前の最後の文字，Justi(N)，Chri(S)，Joe(Y)，Lanste(N)，と J.(C).から考え
出しました。Syncは synchronization（同調）の略語です。In Syncは，「き
ちんと合って，協調して」という意味があります。それから 1年たたない
うちに，グループはファーストアルバム『*NSYNC』を制作，それはドイ
ツで，続いてヨーロッパ全域で大ヒットしました。
このアルバムは 1998年にアメリカでリリースされ，ほとんど一夜にし

てグループは世界的な成功と名声を手にしました。4曲のナンバーワン
ヒットが入った同アルバムは，1000万枚以上を売上げました。彼らの次
のアルバム『ノー・ストリングス（・アタッチト）』は，発売後 1週間で
240万枚売れました。*NSYNCは疑いもなく今日の世界で最も人気のある
グループのひとつです。

Unit 4

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Howdy? I’m Harry. What’s up, Lisa?
Lisa: Not much.

Harry: Today’s tongue twister is short, but it’s kind of tough to
say.

Lisa: Oh, what is it?
Harry: It’s (slowly) “A good cook could do it.” Try to drop the

last consonant, that is the sound at the end of each
word. We often drop it in daily conversations. Can you
say it?

Lisa: OK, I’ll try . . . (slowly) “A good cook could do it.”
Harry: Good! Now can you say it five times in a row? It doesn’t

seem so difficult at first, but it will get tougher when
you repeat it.

Lisa: You’re right, Harry. But I’ll give it my best shot.
Harry: That’s the spirit, Lisa. Ready . . . Go!

Lisa: “A good cook could do it. / A good cook could do it. / A
good cook could do it. / A good cook could do it. / A
good cook could do it!”
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Harry: You did it, Lisa! Congratulations! Now listeners, it’s
time for YOU to practice. Can you do the same?

3. Listening for Language
�  We’re ready. Everything’s all set.
�  The stairs are steep. Watch your step!
�  Bill seems a little upset. What’s up with him?
�  Could you help me? I think I’m lost.
�  I’m not clear on that. Can you be more specific?
�  I always travel light whenever I go abroad.
�  No, thanks. I’m not in the mood. Count me out.
�  It can’t be helped. That’s the way it goes.
	  That action movie was really great. The critics gave it two

thumbs up.

  Since I was awake all night, I’m totally wiped out.

Challenge!
I’m sorry I’m late again. Something unexpected came up.

4. Lyrics
� desire
� apart
� heart
� heartache
� mistake
� fire
� late
� fallen apart
	 distance

 want you
� desire
� heartache
 mistake
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試　訳

I Want It That Way
アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ

君は僕の炎
たったひとつの情熱さ
こう言ったら信じてほしい
（2人の関係は）こうであってほしいって

でも 2人の世界は離ればなれ
君のハートに手が届かない
君が
私はそういう関係がいいのって言ったとき

* なぜなんだ
そんなの心の痛みにすぎないだなんて
教えてくれよ
ほんの過ちだったなんて
なぜなんだ
そんなせりふ　君から聞きたくない
私はそういう関係がいいのって

僕はまだ君の心を燃え立たせる炎かい
君が一番望むものかい
わかっているよ　もう遅すぎるってこと
でも僕はこうであってほしいと願ってる

* くりかえし

やっとわかったよ　僕らはバラバラさ
昔の姿とはまったく違ってる
2人がたとえどんなに離れていようとも
君にわかってほしい
心の底から

君は僕の炎だってこと
君はたったひとつの情熱だってこと
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君は
君は，君は，君は

そんなせりふ　聞きたくないよ
そんなの心の痛みにすぎないだなんて
ほんの過ちだったなんて
そんなせりふ　君から聞きたくない
絶対に聞きたくないよ
私はそのほうがいいのって

* くりかえし（X2）

僕はそうであってほしいから

5. Read about the Lyrics
試　訳

私たちが誰か2人の人物を比べるとき，彼らが「まったくかけ離れてい
る（worlds apart）」ということがわかるかもしれません。このような表現
は，その 2人が性格や意見や価値観などの点ですっかり異なっていること
を意味します。
これは，お互いに愛し合っていながら，まったく考え方がかけ離れてい
るという事実に直面しなければならない2人について歌ったものです。男
性は彼のガールフレンドが自分の真の恋人だと信じています。しかし，2
人の関係に対する彼女の考え方は，彼のものとはまったく違います。彼女
はその関係について本気ではないようです。さらに悪いことに，彼は彼女
の何人かのボーイフレンドの1人にしかすぎず，彼女は遊びのつもりだと
彼には思えます。
したがって，彼は彼女に自分のことをまだ愛しているかどうか何度も尋
ねます（僕は君を燃え立たせる炎かい／君が一番望むものかい）。彼は，彼
女が2人の恋愛が単なる間違いでしかなく，もうやめるべきだと言うのを
聞きたくありません。彼は，2人の関係がうまく行くはずがないと彼女が
考える理由を尋ねたいと思っています。しかし，心の奥底では，この歌い
手は2人の関係がかつてのものから変わってしまっていることに気づいて
います。彼は，2人が置かれている状況を変えるにはすでに手遅れかもし
れないと気づいていますが，彼女には自分の愛が本物であることを知って
ほしいと思い，自分が彼女を愛しているように，彼女が自分を愛してくれ
ることを望んでいます。
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この歌が私たちに気づかせてくれることは，2人がお互いをどれほど愛
していても，その関係がうまくいくとは限らないということです。私たち
はそれぞれ異なる存在であり，そうした違いが人生において2人が一緒に
なれないという運命であることを意味しているのです。

6. Read All about the Backstreet Boys
� local
� other
� famous
� popular
� perfect

試　訳

バックストリート・ボーイズの最初の 2人のメンバーは，ケビン・リ
チャードソンとブライアン・リトレルでした。この若者たちは，いとこ同
士で米国ケンタッキー州レキシントンの出身です。彼らは子どもの頃から
歌い始め，地元の教会の聖歌隊やお祭りで演じていました。最初，彼らは
ドゥーワップやボーイズ IIメンのスタイルでリズム･アンド･ブルースを
歌っていました。
このグループの他の2人のメンバーであるハウィー・ドローとA.J.マク
リーンは，フロリダ州オーランドの出身です。彼ら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いました。やがて，彼らに 5番目の
メンバーとなるニック・カーターが加わりました。彼らは一緒に歌うよう
になり，トリオを組みました。
一方，ケビンは，ツアーガイドとして働いていたディズニーワールドの
あるオーランドに移り住みました。彼は，ハウィーとニック，A.J.に同僚
を通じて出会い，4人はグループを結成することにしました。ブライアン
もそれに加わりました。
「バックストリート」という名は，ノミの市で有名なオーランドの通り
にちなんだものです。彼らは1994年にジャイブ・レコードと最初のレコー
ド契約を結びました。グループは，カナダと，スマッシュ・ヒット・フェ
スティバルで 1995年度の最優秀新人賞を獲得したヨーロッパでとても大
きな人気を集めました。その後間もなく，バックストリート・ボーイズは
米国でも人気が出てきました。『ミレニアム』という彼らのアルバムは，
1999年にリリースされると 1位で初登場しました。最初の週だけで 100
万枚の売上げがありました。そのエネルギーに満ちたダンス音楽と完璧な
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ハーモニーで，彼らは今日の音楽界における最も注目すべきグループのひ
とつになっています。

Unit 5

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Hi, again. I’m Harry. How are you doing, Lisa?
Lisa: I’m OK. You know Harry, we’ve got a weird tongue

twister today.
Harry: Oh, really? What’s that?

Lisa: It’s “Urgent detergent.” What’s “detergent?” Do you
know, Harry?

Harry: Yes, it’s something we use when we wash clothes . . . to
clean them, for example.

Lisa: That’s right.
Harry: But it sounds weird. Why urgent? Why is the detergent

so urgent?
Lisa: It doesn’t have any meaning. Anyway, it doesn’t really

matter . . . You know, Harry, when you say the words,
the last consonant, the [t] sound drops at the end of
each word. So it goes like this: (slowly) “Urgen
detergen.”

Harry: I’ve got it. I’ll keep that in mind. Let me try. (slowly)
“Urgen(t) detergen(t).” See? It’s a piece of cake!

Lisa: Yes, but what happens when you repeat it five times in
a row? Can you do that?

Harry: Sure, listen to this. “Urgent detergent / Urgent deter-
gent / Urgent detergent / Urgan Dedarjin . . . (tongue
twisted) . . .

Lisa: Oh, oh!
Harry: Let me try one more time. OK?

Lisa: All right.
Harry: “Urgent detergent / Urgent detergent / Urgent deter-

gent / Urgent detergent / Urgent detergent!”
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Lisa: Well done! You did a great job, Harry! Now listeners.
How about you? Can you say it quickly and correctly?

3. Listening for Language
� Excuse me, is this seat taken?
� My little dog got lost the other day.
� Now let’s get down to business.
� Which would you like, hot tea or iced tea?
� No one can afford to drive big cars these days.
� I’m working part-time at a convenience store.
� That’ll be three hundred dollars with tax.
� These hamburgers really look good.
	 One of the ways you can be better at English is to keep

practicing.

  He has to cut down on sugar or he’ll get overweight.

Challenge!
That was the only thing I could do.

4. Lyrics
� think back
� left behind
� get to
� look back
� right there
� soar above
� heart
� place
	 part of

 showed me
� made me
� right there
 right there
� right there
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試　訳

There You’ll Be
永遠に愛されて

あの頃と
昔どこかに置いてきた夢の数々を思い返すと
うれしくなるの　だって私の人生の中で
あなたという人に出会えたから
昔を思い返すと
あなたの顔が浮かんでくるの
すぐそばにいてくれたから

* 私の夢の中で　あなたがいつも空を舞う姿が見られるの
心の中にはずっといつもあなたの場所があるわ
あなたのことは片時も忘れない
そしてどこにいても　あなたがいてくれるの
（どこにいても　そこにあなたがいてくれるの）

あなたは私に教えてくれたわ
手をのばしてふれる空の感じを
そしていつも思い出すの
私にくれたあなたの強さを
あなたの愛があったから乗り越えられたわ
あなたに感謝しているの
すぐそばにいてくれた　あなた

* くりかえし

だっていつも希望の光や強さをあなたに見ていたわ
だから今こそありがとうって伝えたい
今までずっとそばにいてくれたこと
そばにいてくれたあなたに
これからもずっと

* くりかえし

あなたがそこにいてくれるから
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5. Read about the Lyrics
試　訳

私たちが心から愛する人は，別れてしまった後には存在しなくなってし
まうのでしょうか。その答えはもちろん，ノーです。たとえ何千マイルも
離れていても，死別してしまったとしても，私たちが愛する人は私たちの
心や記憶の中にとどまります。「ゼア・ユール・ビー（永遠に愛されて）」
は，死んでしまった恋人の思い出を持ち続けようとして，まるで今でも自
分の近くにいるかのように彼に語りかける女性について歌ったものです
（あなたの一部はいつも私と一緒／私がどこにいても，あなたもそこにい
るわ）。彼女は，彼が決して戻ってくることはないとわかっていますが，彼
女は彼のことを以前のままに思い続けます。彼女の「心の目」には，パイ
ロットだった恋人が空高く飛んでいるのです。彼女は，自分を信じること
を教えてくれた彼を決して忘れないことでしょう。彼女は，困難に陥った
ときに彼が何度も力になってくれたことを感謝しています（そして今，心
から感謝したいの／あなたはいつでもそばにいてくれたわ）。
この歌は，2001年のヒット映画『パール・ハーバー』のテーマ音楽と

なりました。日本軍のパール・ハーバー攻撃がその物語の背景にあり，幼
なじみの友人同士がパイロットとなりますが，彼らは戦争による運命のい
たずらで同じ女性を愛するようになります。この歌は，恋人がヨーロッパ
での軍事作戦中に死んでしまったと思ったときに，その女性がどのような
気持ちになるのかを表しています。この歌は，大勢の人の人生が変わった
り失われたりし，戦争の悲惨さによって多くの夢が永遠に打ち砕かれてし
まった時代の空気を反映しています。それはまた，愛する人を自分の心と
記憶にとどめておけば，その人を完全に失うことはないということを知る
ことで，悲しみの中でも慰めを見いだせるというメッセージを伝えてくれ
ています。

6. Read All about Faith Hill
� selling
� publishing
� singing
� climbing
� winning
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試　訳

フェイス・ヒルは，オードリー・フェイス・ペリーとして 1967年 9月
21日にミシシッピー州ジャクソンに生まれ，子ども時代はほとんどいつ
も歌っていました。19歳のとき，彼女はコミュニティー・カレッジを退学
し，アメリカのカントリー・ミュージックの本拠地であるテネシー州ナッ
シュビルで歌手として身を立てていく決意をしました。最初，彼女が見つ
けることのできた仕事といえば，Ｔシャツを売ることだけでした。まもな
く彼女は，音楽出版社に秘書として雇われました。ある日，エージェント
が，仕事中に 1人で歌っているフェイスの声を耳にしました。彼は，彼女
に自分の会社のデモ歌手になるように勧めました。
フェイスは，1993年にワーナー・ブラザーズでファーストアルバム『テ

イク・ミー・アズ・アイ・アム』を作りました。彼女は，最初のシングル
『ワイルド・ワン』により，『ビルボード』誌のヒットチャートで 30年ぶ
りに 4週間連続トップになった女性カントリー歌手となりました。1995
年，彼女はセカンドアルバム『イット・マターズ・トゥ・ミー』をリリー
スしました。このアルバムの成功の後，フェイスは彼女の人生と仕事の上
でいくつかの大きな変化を経験しました。彼女はプロデューサーで婚約者
であったスコット・ヘンドリクスと別れ，仲間のカントリー歌手スターの
ティム・マクグロウと結婚しました。また彼女は最初の子どもをもうけま
した。1998年，彼女のサードアルバム『フェイス』は，カントリーとポッ
プスの両方で大成功を収めました。このアルバムは 3週間，カントリーの
ヒットチャートでトップを維持しただけでなく，ポップスとして彼女の最
初のヒット作となり，7位にまでランクされました。

1999年，フェイスはCOVERGIRL化粧品のモデルとなり，2001年には
第2次世界大戦を描いた大作『パール・ハーバー』のオスカー候補にもなっ
たテーマ曲「ゼア・ユール・ビー（永遠に愛されて）」を歌いました。カン
トリーとポップスの両方のチャートで1位，100万枚の売上げ，賞の受賞
などを誇るフェイス・ヒルは，疑いもなくカントリーとアダルト・コンテ
ンポラリーの分野で最も人気のある女性歌手の 1人と言えるでしょう。
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Unit 6

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Lisa: Hi, I’m Lisa.
Harry: Hi, I’m Harry. It’s time for the Tongue Twister section

again. Well, Lisa, today’s tongue twister is something
we say when someone goes to bed.

Lisa: Oh, what is it?
Harry: It’s “Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite.” Do you

know what it means, Lisa?
Lisa: Yes, of course. It means “sleep well.”

Harry: Right. Now can you say it?
Lisa: (slowly) “Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite.”

Harry: Good. Now be careful! The last consonant in every
word is likely to drop.

Lisa: Right.
Harry: Then can you say it five times in a row? And remember,

don’t look at the words.
Lisa: All right.

Harry: Ready . . . Go!
Lisa: “Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite. / Sleep tight.

Don’t let the bedbugs bite. / Sleep tight. Don’t let the
bedbugs bite. / Sleep tight. Don’t let the bedbugs
bite. / Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite!”

Harry: Well done! I’m really proud of you, Lisa.
Lisa: Oh, thank you.

Harry: Now listeners. How about you? Can you say it five
times in a row?

3. Listening for Language
� What does your schedule look like next week?
� We’re throwing a big party this weekend. Wanna come?
� I like your blouse. It goes well with that skirt.
� Jake, what have you been up to?
� Well, I’d better get moving. Nice talking to you.
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� I’ll be back soon. I won’t be long.
� Jason, you look better now. Did you get over your jet lag?
� We have a very bad connection. Can you speak a little louder,

please?
	 I’m really broke. Can you lend me some money?

 I had a hard time finding the right place for the party.

Challenge!
How does that sound to you?

4. Lyrics
� insane
� let you go
� strong
� perfect love
� used to
� walk
� tight
� need
	 forgive

 let you down
� blame
� let it go
 heal

試　訳

On Bended Knee
ベンデッド・ニー

ことばにならないよ
2人　どこで道を間違えたのだろう
もう気が狂ってしまいそう
だからもう一度チャンスがほしい
君への愛を証明したいのさ
戻ってくれたら
もうぜったいどこへも行かせやしないから
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* 2人の愛が強かった頃に戻れるかな
完璧な愛がどうしてこわれてしまうのかな
だれか教えてよ
どうすればもとの 2人に戻れるのか
おお神様　わけを教えて
ひざまずいて　たのむよ

** もう二度と歩けない
君が戻るまで
ひざまずいて　たのむから

いく晩も夢を見る　君のこと
枕を抱きしめながら
1人きりでいる必要などないのに
目を開けたら　現実が
君がいない時間は
永遠に続くよう
だからお願いだ　戻って来ておくれ

* くりかえし
** くりかえし

ごめんよ
僕がした過ちを許しておくれ
戻って来ておくれ
わかってる　僕のこと信じてくれてたってこと
がっかりさせてごめんよ
どうか許しておくれ

プライドは捨ててあやまるよ
責めたてないで　悪いのは僕だから
人生をやり直したいんだ　それも君と一緒に
僕と同じ気持ちだったら　二度と離さないで
愛の精神を信じて
愛があればすべて癒されるのさ
もうお互いに傷つけあうこともない
僕らの愛が終わりだなんて信じないよ
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ひざまずいてお願いするよ
どうかたのむから　戻ってきておくれ

* くりかえし（X2）
** くりかえし

5. Read about the Lyrics
試　訳

すべての文化とは言えなくとも，多くの文化では，誰かの前でひざまず
くことは，深い献身的愛情を示す行為です。献身的愛情の対象は支配者
（王，女王，皇帝）かもしれませんし，信仰する神，あるいは恋人であるか
もしれません。片ひざをつく動作は，謝るときに深い後悔を示したり，必
死に，あるいは情熱的に何かを求める場合にも使われてきました。
「ベンデッド・ニー」は，ガールフレンドを苦しめてしまったことを深
く反省している男性についての歌です。彼は自分の責任をはっきりと認
め，その失敗をもう二度と繰り返さないと約束します。彼は，自分が問題
を起こす前の 2人の関係に戻りたいと彼女に告げます（僕たちの愛が強
かったあの頃に戻れるだろうか）。彼は，彼女がいなくてとてもさみしい
思いをしています（君のいないこの瞬間は，永遠に続く時のようだ）。彼
は自分が悪いことをわかっていますが，なぜ彼女をつらい目に遭わせたの
か説明することができません（完璧な愛がどうしてこわれてしまうのだろ
う）。彼はどうしたらいいのかわかりませんが，まず心から謝らなければ
ならないことに気づいています。彼は彼女の前でひざまずき，彼女の許し
を求めることで謝っているのです。
彼は謝ることで最初の重要な一歩を踏み出しますが，この歌を聞いてい
る人たちには彼が許されたのか，彼のガールフレンドが戻って来たのかど
うかは知らされません。私たちにわかることは，彼が自分のしたことを心
底から悔やんでいるようだということです。

6. Read All about Boyz II Men
� formed
� sponsored
� impressed
� reached
� sold
� made
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試　訳

ボーイズ IIメンのグループは，1988年にフィラデルフィアにあるハイ
スクール・オブ・クリエーティブ・アンド・パーフォーミング・アーツで
結成されました。グループのメンバーは常に変化しており，グループの最
初の名はユニーク・アトラクションというものでした。ある日，中心メン
バーのネイザン・モリス，マーク・ネルソン，ウォンヤ・モリス，ショー
ン・ストックマン，そしてマイケル・マッケリーは，ニュー・エディショ
ンの「ボーイズ・トゥ・メン」という歌を歌っていたとき，彼らはバンド
名を変えようと思い，それでボーイズ IIメンという名のグループが生まれ
ました。
彼らの大きなチャンスは 1989年に，フィラデルフィアのラジオ局，パ

ワー99FMが主催したコンサートで訪れました。彼らはチケットを持って
いませんでしたが，楽屋に行って歌うことができるかどうか尋ねました。
彼らがア・カペラで「キャン・ユー・スタンド・ザ・レイン」を歌うのを
聞いて，ミュージシャンでありプロデューサーでもあったマイケル・ビヴ
ンズは感心し，彼らがモータウン・レコードとレコード契約ができるよう
に尽力しました。
グループは，マーク・ネルソンが去って4人組となり，1991年にデビュー
アルバム『クーリーハイハーモニー』をリリースしました。このアルバム
からの最初のシングル「モータウンフィリー」はリズム・アンド・ブルー
スのヒットチャートで 1位となり，グループの最初のプラチナレコードと
なりました。ア・カペラのバラード「イッツ・ソー・ハード・トゥ・セイ・
グッバイ・トゥ・イエスタディ」も，ポップス部門の上位5位に入り，リ
ズム・アンド・ブルースでは 1位を獲得し，ゴールドレコードになりまし
た。彼らのデビューアルバムは，700万枚以上を売上げ，3つのグラミー
賞，3つのアメリカン・ミュージック・アワード，5つのソウル・トレイ
ン・アワード，2つのMTVアワード，1つのワールド・ミュージック・ア
ワードなどを含む 15以上の賞を受賞しました。
グループは，何枚ものアルバムをリリースし続け，「ベンデッド・ニー」
や「アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー」そして「ワン・スイート・デイ」
（マライア・キャリーとの共演）など多くのヒット曲が生まれました。ボー
イズ IIメンは，これまでで最もビジネス的に成功したリズム・アンド・ブ
ルースのグループで，彼らの才能と歌唱スタイルのおかげで，彼らはポッ
プ音楽の世界で最も人気のあるグループのひとつになったのです。
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Unit 7

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Hello, there! I’m Harry.
Lisa: Hi, I’m Lisa.

Harry: What’s new, Lisa?
Lisa: Do you like eggs?

Harry: Eggs? Yeah.
Lisa: How do you like your eggs? I like boiled eggs. How

about you?
Harry: I like poached eggs.

Lisa: Oh, I see. Now today’s tongue twister is about eggs. It
goes like this, (slowly) “I ate eight eggs at eight.” Now
Harry, why don’t you try this one?

Harry: All right. (slowly) “I ate eight eggs at eight.”
Lisa: Good! Now pay attention to the connected sounds.

“Eight eggs” sound like one-word like, “eighteggs.”
And so do the words “at” and “eight” at the end of
the sentence. They become “ateight.” You see the
words are connected and they sound like one word.
Can you say it?

Harry: “I ate eight eggs at eight.”
Lisa: Great! Now can you do it five times in a row?

Harry: Five times! Oh, no!
Lisa: You can do it! Go for it, Harry! Make sure you connect

the words when you say it. That’ll help.
Harry: All right. “I ate eight eggs at eight. / I ate eight eggs at

eight. / I ate eight eggs (making mistakes) at eight.”
Oops! That’s mouthful!

Lisa: You said it. Would you like to try it one more time?
Harry: Sure. “I ate eight eggs at eight. / I ate eight eggs at

eight. / I ate eight eggs at eight. / I ate eight eggs at
eight. / I ate eight eggs at eight!”

Lisa: You made it, Harry! Congratulations! Now listeners, it’s
time for YOU to practice. Can you do the same?
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3. Listening for Language
� I went to New York when I was in college.
� Why not keep in touch via e-mail?
� I’m tied up at the moment. Can you make it another time?
� Why don’t you check out the latest news on the Internet?
� Let me see . . . How should I fill out this form?
� Leave me alone. It’s none of your business.
� Could I take a picture with you?
� She has to face up to the fact that he’s not going to marry

her.
	 Things are not working out between us.

 Stay out of my business, will you?

Challenge!
I didn’t expect it would turn out so sunny.

4. Lyrics
� answers
� caught in
� not a
� I’m in
� There is
� face up
� shut
� look at
	 will always

 what to believe
� woman
� I’m in

試　訳

I'm Not a Girl, Not Yet a Woman
ノット・ア・ガール

昔はね　こう思ってたわ
どんなことでも答えがわかってたって
でも今は　こう思うの
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人生は思うようには行かないってこと

中途半端で動きがとれないって感じ
そのとき気がついたの

* 私は子どもじゃないし
まだ大人でもないの
必要なのは時間だけ
自分らしい時間
どちらでもない間はね

私は子どもじゃないわ
だから守ってくれなくたっていい
そろそろ自分の力で　これと向き合うようになれなくっちゃ
見かけより　たくさん経験を積んできたわ
だから目を閉じなさいなんて言わないで

* くりかえし

私は子どもじゃないわ
でも私をよく見れば
私の目の中に見えるわ
この娘はいつでも自分の道が見つけられるって

私は子どもじゃないわ
だから何を信じたらいいかなんて　教えないで
今は自分の中にいる大人を探しているところなの
私に必要なのは時間だけ
私らしい時間を
どちらでもない間はね

* くりかえし

私は子どもじゃないし
まだ大人でもないの
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5. Read about the Lyrics
試　訳

10代の半ばというのは，精神的にも肉体的にも「もう子どもではない
ものの，まだ大人ではない」年頃です。16歳から 20歳までは，とてもむ
ずかしい時期です。その間，私たちは多くの変化を経験します。私たちは
肉体的に成熟しますが，まだ精神的には未熟である可能性が高いのです。
例えば，私たちはしばしば親からの保護は何もいらないと感じ，親から
より自由でいたいと思います。私たちは時々何かにいら立ったりします
が，実際に何が自分を悩ませているのかわかりません。私たちはよく自分
の将来について不安を感じたり，仲間からのプレッシャーにストレスを受
けたりします。私たちは自分たちがもはや子どもではないと感じているの
に，まだ大人として扱ってもらえません。私たちはまったく「板挟み」の
状態なのです。
こうしたことは 10代の若者の多くがこの時期に経験することで，だか

らこそ，彼らはこのような相反する感情を，この歌手と共有できるのです。
この歌が発表されたとき，ブリトニーは 19歳でした。彼女が歌っている
のは，彼女の不安定な感情と大人へと成熟していく姿であることは明らか
です。
この歌は，2002年に作られたブリトニー・スピアーズの映画『クロス
ローズ』のテーマ音楽となりました。この物語では，ルーシー（ブリト
ニー），キット，ミミという3人の幼友達が，8年間の別離の後で友情を確
かめ合います。冒険を共にする中で，彼女たちは自分たちの人生を永遠に
変えてしまう経験をするとともに，自分の夢を持ち続けることがどんなに
大事なことであるかを発見します。
この歌は，人が成長するときの感情を描き出し，私たちには自分自身を
見つめるための時間が必要であることを教えています。時間は私たちに多
くのことを教えてくれ，私たちは自分の抱える問題に立ち向かい，この世
界で進むべき道を見いだすのです。

6. Read All about Britney Spears
� auditioned
� studying
� setting
� contained
� dated
� engaged
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試　訳

ブリトニー・ジーン・スピアーズは 1981年 12月 2日にルイジアナ州
ケントウッドで生まれ，幼いころから歌手やダンサーとして活躍しまし
た。彼女は，8歳のときにディズニー・チャンネルの「ザ・ニュー・ミッ
キーマウス・クラブ」のオーディションを受けました。プロデューサーら
が彼女を採用しなかったのは，彼女が幼すぎると考えたからでした。しか
し，彼らのうちの 1人が彼女に興味を持ち，ニューヨークのエージェント
に紹介しました。ブリトニーはそれからの3年間を，プロフェッショナル・
パーフォーミング・アーツ・スクールで学ぶとともに，いくつかのテレビ
コマーシャルとオフ・ブロードウェイの劇に出演しました。11歳になる
と，彼女は再び「ザ・ニュー・ミッキーマウス・クラブ」のオーディショ
ンを受け，採用されました。彼女は15歳のときにニューヨークに戻り，い
くつかのポップバンドと共演しています。
ブリトニーは最初のレコード契約をジャイブ・レコードと結び，1998

年にジャイブは彼女のデビューシングル「ベイビー・ワン・モア・タイム」
をリリースしました。この曲はヒットチャートの 1位にランクインしまし
た。同じタイトルの彼女のデビューアルバムは 1999年にリリースされま
した。そのアルバムは 1300万枚以上を売上げ，それで彼女はスーパース
ターになりました。彼女の次のアルバム『ウップス！…アイ・ディド・イッ
ト・アゲイン』はたちまち大ヒットし，女性アーチストとして 1週間の売
上げの新記録を打ち立てました。彼女は，最優秀ボーカル・ポップ・アル
バムと最優秀女性ポップ・ボーカルの部門で 2度グラミー賞の候補となり
ました。彼女の 3枚目のアルバム『ブリトニー』（2001）もいきなり 1位
で登場しましたが，そこには次のような曲が含まれています。「アイム・
ア・スレイヴ・フォー・ユー」「（アイム・）ノット・ア・ガール（・ノッ
ト・イェット・ア・ウーマン）」「オーヴァープロテクテッド」。
彼女の非常に高い人気のために，彼女の私生活はとても大きな話題と
なってきました。何百万人ものファンは彼女の一挙手一投足を観察し，彼
女のファッションをまねしています。ブリトニーは，大人気の男性バンド
*NSYNCのジャスティン・ティンバーレイクとしばらく付き合っていまし
たが，その後別れました。彼女は 2003年に幼友達のジェイソン・アレク
サンダーと結婚しましたが，その結婚生活はわずか 55時間！しか続きま
せんでした。それから彼女は，2004年6月にダンサーのケビン・フェダー
ラインと婚約しました。ブリトニーはポップスとメディアの象徴的アイド
ルで，今後何年にもわたって音楽界にきっと大きな影響を与えることにな
るでしょう。
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Unit 8

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Lisa: How’re you doing, folks? I’m Lisa.
Harry: Hi, everybody. I’m Harry.

Lisa: How do you like tongue twisters so far?
Harry: Well, they’re OK. Sometimes they’re too tough.

Lisa: That’s right. Well, today’s tongue twister is not so hard.
All you have to do is connect sounds in the sentence.

Harry: OK, but how?
Lisa: Well, it goes like this. “A noisy noise annoys an oyster.”

Can you see that some words are connected?
Harry: Like “annoysanoyster?”

Lisa: There you go. Now can you say the whole sentence a
little faster?

Harry: “A noisy noise annoys an oyster.”
Lisa: Good! Well then, can you say it five times in a row?

Make sure that you connect the sounds when you say
it. That’ll help.

Harry: All right. I’ll try. “A noisy noise annoys an oyster. / A
noisy noise annoys an oyster. / A noisy noise annoys an
oyster / A noisy noise annoys an oyster. / A noisy noise
annoys an oyster!”

Lisa: Perfect! I’m very proud of you, Harry! Now listeners,
how about you? Can you do the same?

3. Listening for Language
� Can you help us out?
� I’ll leave it up to you.
� I‘m exhausted. Let’s call it a day.
� This is a birthday present. Can you wrap it up for me, please?
� First of all, let me introduce myself.
� I’m afraid Mr. Gates is on another line right now.
� Can you keep an eye on my baggage while I’m away?
� We just missed the flight. Can you put us on the next one?
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	 Sorry for the loss. I’ll make it up to you sometime.

 I can’t give you a definite answer right now. Can I sleep on it?

Challenge!
If you want to open an account, just fill out this form.

4. Lyrics
� heard
� Far away
� want you
� make it up
� said
� done
� kept away
� swept away
	 want you

 let you
� make it up

試　訳

Hard to Say I’m Sorry
素直になれなくて

だれにでも少しは距離を置く時間が必要だって
彼女が言っていた　お互いから離れて
恋人同士だって休みは必要だからって
お互いから離ればなれになって

抱きしめておくれ
ごめんよって素直に言えないのさ
君にここにいてほしいんだ

* いろいろなことがあったけど
その埋め合わせをするよ
約束する
いろいろ言ったりやったりしたりしたけど
君は手放すことができない　僕の一部分なんだ



40

君と離れていられやしない
一日だって　君の身体から
流されたくないよ
愛している人から遠くへと

抱きしめておくれ
ごめんよって素直に言えないのさ
わかってほしい
抱きしめておくれ
ごめんよって言いたいのさ
君を絶対離しはしない

* くりかえし

いろいろあったけど
その埋め合わせをするよ
約束する

きっと幸せにするから

5. Read about the Lyrics
試　訳

行動に移すのが最もむずしいことの 1つが「ごめん」と謝ることです。
謝り方は文化によって異なるかもしれませんが，そうした言葉は心を込め
て言わなければならないということは一般的に合意されていることです。
多くの人々にとって，これは実行するのが簡単なことではありません。そ
れにもかかわらず，心からの謝罪は，誰かの身体や気持ちを自分のせいで
傷つけてしまったときにはいつでも必要なことです。
「ハード・トゥ・セイ・アイム・ソーリー（素直になれなくて）」は，恋
人との関係を大きく壊すようなことをしてしまった男性が行った謝罪につ
いての歌です。歌の中には，男性がどのようなことをして問題となったの
かを聞き手が知る手がかりはありません。しかし，この歌の出だしを聞く
と，彼女の恋人が彼にしばらく会わないでいましょうと言っていることか
ら，状況はきわめて深刻なことがわかります。おそらく，彼女は問題につ
いて考えるための時間が欲しいだけなのかもしれませんし，あるいは彼と
完全に別れるための最初の一歩を踏み出したのかもしれません。
男性は，状況がどれだけ切迫しているかを理解しており，第2連では彼
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は勇気を奮い起こして謝り，状況を改善するためにベストを尽くすことを
約束します（その埋め合わせをするよ）。私たちには彼の謝罪が受け入れ
られたのかどうかは知らされません。この歌は，責任を受け入れ，人を傷
つけるような行為に対して謝ることの必要性を教えています。見せかけの
約束をしたり，単に「ごめん」と言うだけでは，思いやりのない行為によ
る傷を癒すには十分ではありません。私たちは自分のプライドを乗り越
え，申し訳ないという気持ちを表すために真剣な努力をしなければなりま
せん。また，私たちは同じ過ちを将来また犯してはいけないのです。

6. Read All about Chicago
� called
� Noted
� shortened
� experienced
� considered

試　訳

1967年にイリノイ州シカゴで結成されたシカゴは，マネジャーのジェ
イムズ・ゲルシオの提案で元々ザ・シカゴ・トランジット・オーソリティ
と呼ばれていました。彼のマネージメントにより，地元のクラブで演奏し
ていたこのバンドはたちまち 1969年にコロンビアとレコード契約を結び
ました。特徴あるトランペットの響きと卓越したジャズ・ロック風の編曲
によって，シカゴはすぐにロックファンの間で人気となりました。彼らの
デビューアルバム『シカゴ・トランジット・オーソリティ（シカゴの軌跡）』
はヒットチャートに171週間ランクインし，そこには全米トップテン入り
した2つのシングル曲「ダズ・エニィバディ・リアリー・ノウ・ホワット・
タイム・イット・イズ」と「ビギニングス」が含まれています。グループ
はその名を1969年にシカゴと短くし，セカンドアルバムの『シカゴ』（後
に『シカゴ II』と呼ばれる）は翌年，アメリカとイギリスの両方でトップ
テン入りをしました。

1970年代の初頭までに，シカゴは元々のジャズ・ロック風の演奏から
離れ始めていました。よりなめらかで，即興性の少ないサウンドにはいく
らかの批判もありましたが，彼らは高い人気を保ち続け，多くの新しい
ファンを引きつけました。グループは 12枚連続してプラチナアルバムを
生み出し，その中には「カラー・マイ・ワールド」や「イフ・ユー・リー
ヴ・ミー・ナウ」そして「ハード・トゥ・セイ・アイム・ソーリー（素直
になれなくて ）」などのヒット曲が含まれています。1970年代終盤には，
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1977年のゲルシオの離脱や創設時からのメンバーだったテリー・キャス
の1978年の事故死もあり，彼らのレコードの売れ行きは落ち込みました。
しかし，バンドは 80年代初頭に復活を遂げました。ベース奏者でボーカ
ルのピーター・セテラはいくつかのソロアルバムをリリースし，「グロー
リー・オブ・ラブ」と「ネクスト・タイム・アイ・フォール」というヒッ
トチャートの 1位に輝いた2つのシングル曲を録音しました。かつてほど
ヒットチャートをにぎわすことはありませんが，シカゴは今でもレコード
業界の一大勢力で，熱心なファンの大きな支持を得ているのです。

Unit 9

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Welcome to the Tongue Twister section again. I’m
Harry and here with me is . . .

Lisa: Hi, I’m Lisa. Harry, what’s today’s tongue twister?
Harry: Today’s tongue twister is easy. (slowly) It’s “I’ve had

enough. You’ve had enough. We’ve had enough.” Pay
attention to the words like “I’ve,” or “We’ve.” They
are contracted forms of “I have” and “We have” re-
spectively. The words are shortened to “I’ve” and
“We’ve.” Can you say this tongue twister correctly?

Lisa: I think I can. (slowly) “I’ve had enough. You’ve had
enough. We’ve had enough.”

Harry: That’s good. Now can you say it five times in a row?
Lisa: OK, I’ll try. “I’ve had enough. You’ve had enough.

We’ve had enough. / I’ve had enough. You’ve had
enough. We’ve had enough. / I’ve had enough. You’ve
had enough. We’ve had enough. / I’ve had enough.
You’ve had enough. We’ve had enough. / I’ve had
enough. You’ve had enough. We’ve had enough.”

Harry: That’s great, Lisa! Otsukare sama deshita. Now listen-
ers, it’s YOUR turn to practice.
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3. Listening for Language
� You’ve been very helpful. I really appreciate it.
� We don’t have much time left. We’ve got to run.
� I don’t believe you. You’ve got to be kidding!
� It’s getting late. You’d better hit the road.
� It’s been a long time. How’ve you been?
� My cake’s gone. Who’s eaten it?
� You mean Joe? He’s gone to the dentist’s.
� I’m afraid you’ve got the wrong number.
	 This computer isn’t working again. I’ve had a lot of trouble

with it.

 Thank you for coming. We’ve enjoyed your company.

Challenge!
Susan’s in a hurry. She’s got to go there at once.

4. Lyrics
� wake up
� need
� give
� I’ve got
� missing
� sees
� I’ve
� loneliest
	 imagination

 lifetime
� human
� sees
 wake up
� reach
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試　訳

All the Love in the World
オール・ザ・ラヴ・イン・ザ・ワールド

* もう 1人ぼっちで　目を覚ましたくないの
あながたがドアを開けて現れるって信じてる
それが本当になるかどうか知りたいだけ
そしたら世界中の愛をあげるわ

話し相手を探してるわけじゃない
友だちはたくさんいるから　超だいじょうぶ
女の子がほしいと思うもの以上のものを手に入れたから
夢のとおりに生きてるの　言われてることばかりじゃないけど

** でもこう思うの
本物の何かが足りないんじゃないかって
本当の私を理解してくれる人が必要なの

* くりかえし

よく思うのよ　愛って幻じゃないかって
さびしい日をやり過ごすための
責められないわ　ためらってなんかいられない
夢見ることに夢中になって自分を忘れていたわ

** くりかえし
* くりかえし

愛は一生続くもの　つかの間のものじゃない
だから捨てようと思っても捨てられるものじゃないわ
私だって人間だもの
夜が寒々としてくるわ
そんなふうに私を愛してくれる人がいないまま
そんなとき　本当の私を理解してくれる人が必要なの

もう 1人ぼっちで　目を覚ましたくないの
今でもあなたがドアを開けて現れるって信じてる
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そして私に手をさしのべてくれるわ
そうすれば確かだってわかるの
そしたら世界中の愛をあげるわ

したくない
信じてる
したくない

5. Read about the Lyrics
試　訳

成功にはどのような意味があるのでしょうか。ある人にとっては，成功
とは大金を得るような物質的な富のことなのかもしれません。他の人に
とっては，それはよい仕事，美しい家，あるいは豪華で高価な車であるか
もしれません。「オール・ザ・ラヴ・イン・ザ・ワールド」は大きな成功を
収めながら，人生に何か足りないものがあると感じている女性についての
歌です。彼女には大勢の友人と「女の子が望み得る以上のもの」を持って
いますが，それでも「何か本当のものが見あたらない」と考えています。
彼女が足らないと思っているものとは，愛する人と愛してくれる人で
す。彼女は 1人でいることに飽きており（もう 1人ぼっちで目覚めたくな
い），理想の男性を見つけるという希望を失ってはいません（今でもあな
たがドアを開けて現れると信じている）。この歌を聞いている人はなぜ彼
女がこんなにも孤独なのか不思議に思うかもしれません。歌い手は，真の
愛というものが実際に存在するとは思っていなかったと言います。彼女は
愛が大切なものではないと実際に考えていたわけではなく，自分には起こ
り得ないものだと考えていたのです。
しかし，今，彼女は自分を理解し愛してくれる人が必要で，近くにいて
ほしいと感じています。もし彼女がそのような人に出会えれば，彼女は
きっとその人を心から愛することができると思っています。彼女は真の愛
というものがあり得ること，そしてそれは彼女が今持っている物質的なも
のよりもずっと大事であることに気づいているのです（愛とは一生続くも
ので，つかの間のものではないわ）。彼女は愛のない生活は送りたくない
のです。この歌は，成功ということの本当の意味について大切なメッセー
ジを伝えてくれています。もし，私たちに愛する人と愛してくれる人がい
なければ，人生においてどんなに裕福で成功していてもそれは重要なこと
ではないのです。
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6. Read All about the Corrs
� located
� noticed
� followed
� appeared
� nominated

試　訳

ザ・コアーズは 1つの家族のメンバーで結成され，ボーカルにはアンド
レア，ドラマーはキャロライン，バイオリンはシャロン，ギターとキー
ボードはジムが担当しています。彼らは，アイルランドの東岸にあるダン
ダルクの町で，両親のジーンとゲリーの元で一緒に育ちました。
ザ・コアーズは若いころから音楽活動を始め，1991年に 4人組のバン

ドとしてミュージシャンとしてのスタートを切りました。ザ・コアーズは
アイルランドに根ざした音楽に，最新のポップスとロック，それに時折シ
ンセサイザーを織り交ぜています。彼らはアイルランドで非常に高い人気
を得ていました。彼らの大きな転機は，1994年，アメリカの駐アイルラ
ンド大使がザ・コアーズをボストンでの 1994年ワールドカップで演奏す
るように招いたときに訪れました。彼らの実力はすぐに認められ，セリー
ヌ・ディオンの 1996年のツアーでのバックバンドとして加わるように誘
われました。
ザ・コアーズのデビューアルバム『フォーギブン・ノット・フォーゴッ
トン』は大ヒットし，売上げでもプラチナアルバムとなりました。それは
アイルランドのグループとして最も華々しいものでした。『トーク・オン・
コーナーズ』は 1998年に登場すると，その拡大版が翌年早々に再発表さ
れました。アンドレア・コアーは，1991年の映画『ザ・コミットメンツ』
に端役で出演したことがありましたが，その 5年後に『エビータ』での役
で女優の世界に戻りました。グループはスタジオに戻り，2000年に 4枚
目のアルバムとなる『イン・ブルー』を制作しました。『VH1プレゼンツ・
ザ・コアーズ：ライブ・イン・ダブリン』が2002年にリリースされると，
バンドは一時活動を休止しました。キャロラインは子どもを産み，アンド
レアは『イン・アメリカ』のサウンドトラックで「タイム・イナフ・フォー・
ティアーズ」のボーカルを務めるなどの活動を続けました。オスカー候補
にもなったその歌の新バージョンは，ザ・コアーズの 2004年のアルバム
『ボロウド・ヘブン』に収録されました。アイルランドの伝統的な音楽と
洗練されたポップスをスムーズに融合させたことで，ザ・コアーズはポッ
プミュージック界の新星となったのです。
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Unit 10

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Lisa: Hi, again. I’m Lisa.
Harry: Hi. I’m Harry. How are you doing, Lisa?

Lisa: Not bad. What’s today’s tongue twister?
Harry: Today’s tongue twister is about “chewing.”

Lisa: About “chewing?”
Harry: Yes. It’s “I’ll chew and chew until my jaws drop.” Can

you say it?
Lisa: OK. (slowly) “I’ll chew and chew until my jaws drop.”

Harry: Good. Now can you say it without looking at the
words? That should be more difficult.

Lisa: OK. “I’ll chew and chew until my jaws drop.”
Harry: Good! Now can you say it five times in a row? Be

careful not to drop your jaws.
Lisa: (laughing) OK. I’ll give it my best shot. “I’ll chew and

chew until my jaws drop. / I’ll chew and chew until my
jaws drop. / I’ll chew and chew until my jaws drop. / I’ll
chew and chew until my jaws drop. / I’ll chew and chew
until my jaws drop!”

Harry: That’s great, Lisa.
Lisa: Thanks. Now listeners, can you do the same?

3. Listening for Language
� I hope we’ll get together again soon.
� I really appreciate your offer but I’ll be fine.
� There won’t be any additional charge for using the function.
� Will 10 dollars be enough for the ride?
� I wonder when she’ll be back.
� What will you be doing tomorrow afternoon?
� Don’t worry. I’m sure there’ll be enough people for the

meeting.
� Shelly is very busy. She won’t be available all day today.
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	 That’ll do just fine. Thank you.

 Oh, the rain is letting up. Do you think it’ll clear up soon?

Challenge!
I’ll go get the stuff. I won’t be long.

4. Lyrics
� you’ll
� you’ll
� keep
� use
� mend
� can’t help
� hands
� you’ll
	 you’ll

試　訳

Heart of Mine
ハート・オブ・マイン

いつかはきっと
永遠に終わることのない本当の愛に　出会えると思っているかもしれない
それまでは
2人が一緒になれることをずっと願いながら時を過ごす
あの娘がさよならを言うなんて夢にも思っていなかった
その理由も決してわからないまま

* 僕のこころよ
どうすれば死なないようにできようか
想い出に浸るのはやめよう
あの娘は今頃だれとキスをしてるのかな
僕のこころよ
がんばっても何の意味があるんだい
もうだれも君を治すことはできないのだから
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恋は残酷なゲームさ
あの娘が新しい恋人を見つけたなんて君は信じられないんだろ
もしかしたらあの娘は僕に会いたいんじゃないかなんて
そう思わずにいられないときもある
いや　時の手はつかめやしないのさ
結局　あの娘にとって君は
過去の人になってしまうのさ

* くりかえし

その理由は決してわからない

* くりかえし

おお　僕のこころよ
僕のこころよ（X2）

5. Read about the Lyrics
試　訳

しばしば私たちは，重要な決定について相反する思いを持つことがあり
ます。時には，そうした矛盾は，私たちの心の中にある異なる見方が原因
となっていることがあります。「自分の心はイエスと言っているけれど，頭
はノーと言っている」とか，「頭はイエスと言っているが，心はノーと言っ
ている」というようなよく耳にする表現は，そのような複雑な感情を示す
ものです。そのような状況では，どのような行動をとるべきか決断するの
はとても難しいことです。
この歌の中で，歌い手は恋人によって打ち砕かれてしまった（あの娘が
さよならを言うなんて夢にも思っていなかった）自分の心に話しかけてい
ます（僕の心）。聞き手には，恋人同士の間に実際に何があったのかは知
らされていません。しかし，歌い手がその別れによってひどく傷つき，彼
がそれまでの関係を忘れることができないでいることがわかるでしょう。
歌い手は，なぜ彼女が彼の元を去り，彼をひどく傷つけたか，決して理解
できないだろうと考えています。彼は頭の中で，前の恋人がもう戻ってこ
ないことを受け入れようとしていますが，彼の傷ついた心はあきらめられ
ないでいます。
心とは純粋な感情で，論理や理性を働かせることができないため，なぜ
彼の命がけの愛が失われてしまったのかを自問し続けます。心は依然とし
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てこう問いかけます。「彼女は僕のことを恋しく思っているだろうか」。こ
うした状況は，とても悲しく，混乱したものです。彼は過去の世界に生き
ることをやめ，前向きに生き，自分の人生を続け，もう戻って来ることの
ない恋人のことをすっかり忘れるべきだということに気づいています。し
かし，彼は自分の心に向かって，「永遠に終わることのない本当の愛に出
会える日」まで辛抱強く待つように言い聞かせなければならないのです。

6. Read All about Boz Scaggs
� raised
� returned
� traveled
� made
� earned

試　訳

1944年 6月 8日生まれのウィリアム・ロイス・スキャッグスは，テキ
サス州ダラスで育ちました。10代のころ，彼はザ・マークスメンという高
校生グループでギタリストのスティーブ・ミラーと組みました。彼らはウ
イスコンシン州の大学在学中，スキャッグスがテキサスに戻るまで，ザ・
アーデルズで一緒に演奏を続けました。彼はその後，ヨーロッパやアジア
を旅しながらブルースやフォーク音楽の演奏をしていました。彼は特にス
ウェーデンで成功を収め，そこで最初のアルバム『Boz』（1965）を録音
しました。
彼は 1967年にアメリカに戻り，スティーブ・ミラー・バンドに加わっ
て2枚のレコードを録音した後でアトランティック・レコードと契約をし，
アメリカでのデビューアルバム『Boz Scaggs』（1969）を発表しました。
それからの5年間，彼は数枚のすばらしいアルバムをリリースしましたが，
そこには『マイ・タイム』（1972）と『スロー・ダンサー』（1974）が含
まれています。彼をスターの地位に押し上げた大ヒットアルバムが『シル
ク・ディグリーズ』（1976）です。そこには「ロウダウン」，「ホワット・
キャン・アイ・セイ」，「ウィア・オール・アローン」などのヒット曲が含
まれています。
レコーディング活動を長期間休止した後で，彼は『アザー・ロード』

（1988），『サム・チェンジ』（1994），『カム・オン・ホーム』（1997）を
リリースしました。彼の素朴で感情の込もったリズム・アンド・ブルース
のスタイルによって，彼は才能豊かなソングライター，ギタリスト，一流
のボーカリストとしての評価を確立したのです。
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Unit 11

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Harry: Hello, there! I’m Harry.
Lisa: Hi, I’m Lisa.

Harry: Lisa, you’re so good at tongue twisters. What’s the best
way to say them as well as you do?

Lisa: Oh, I’m not that good. But one of the good ways is just
keep practicing and you’ll soon get used to them.

Harry: I see. Then I’ll keep practicing.
Lisa: Yes, that’s the spirit. Today’s tongue twister is . . . “I

should’ve bought a toy boat.” The words, “should”
and “have” are connected and shortened and it
sounds like “shoul’ve,” “shoul’ve.” See?

Harry: OK. “Shoul’ve.”
Lisa: Right. Now can you say the whole sentence?

Harry: “I should’ve bought a toy boat.”
Lisa: Good job! Now can you say it five times in a row?

Harry: That sounds very tough. But I’ll give it a shot. “I
should’ve bought a toy boat. / I should’ve bought a toy
boat. / I should’ve bought atoyabaot. . .” Oh, that WAS
tough.

Lisa: No worries. Do you want to try it again?
Harry: Sure. “I should’ve bought a toy boat. / I should’ve

bought a toy boat. / I should’ve bought a toy boat. / I
should’ve bought a toy boat. / I should’ve bought a toy
boat!”

Lisa: Way to go, Harry! You really made it!! Now listeners,
would you like to try? Can you say it five times in a
row?

3. Listening for Language
� Watch out! You could’ve been killed!
� Susan’s not here. She must’ve gone shopping again!
� It could’ve been worse!
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� I would’ve told her if I had known about it.
� I can’t find my passport. I might’ve lost it somewhere.
� I should’ve paid more attention to what the teacher said.
� That was really close. They could’ve won the game.
� I’m sorry. I shouldn’t have said that.
	 You should’ve known better.

 Be more careful! You could’ve been hurt!

Challenge!
I never should’ve believed that kind of thing.

4. Lyrics
� should have
� should have
� sign up
� dogs
� penthouse
� future
� plane
� feet
	 you’ll

 penny

試　訳

Goodbye Yellow Brick Road
グッバイ・イエロー・ブリック・ロード

いつになったらやってくるんだい
いつになったら降りてくるんだい
僕は田舎の農場にいたほうがよかったよ
親父の言うことを聞いておくべきだったな

このままずっと縛りつけられるのはゴメンさ
あんたと契約したわけじゃない
僕はあんたの友だちに見せびらかすためのプレゼントじゃない
この少年はブルースを歌うのには若すぎるのさ
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* さよなら　黄金色のレンガ路よ
上流社会のイヌたちが吠えているところさ
ペントハウスに植えられるのはゴメンさ
僕は田舎に戻るんだ

** もう田舎に帰るよ
あのフクロウが鳴く森にね
ツノガエルをつかまえるのさ
やっとわかったよ　僕の未来は
黄金色の路の向こうにあるってことが

これからあんたはどうするかな
これで間違いなくあんたの計画はおじゃんだろう

や

でも何杯かウォッカやトニックを飲れば
立ち直れるだろうな

きっと代わりはすぐに見つかるさ
僕みたいなやつは山ほどいるから
一文無しの野良犬たちが
あんたみたいなやつを探して　地面を嗅ぎまわっているからな

* くりかえし
** くりかえし

5. Read about the Lyrics
試　訳

エルトン・ジョンのこの歌には，たくさんのメタファーが込められてい
ます。この歌に歌われている中心的な人物は「敏腕家」，すなわち，この歌
い手の若手の新人歌手のような有望なミュージシャンを発掘する裕福で野
心的な音楽ビジネスの事業家です。この歌手は，音楽界で活躍しようと大
都市に出てきました。
歌の中の事業家は，その権力を利用して，音楽のスタイルから私生活ま
でその野心的な若手歌手のすべてをコントロールしようとしているようで
す。歌手はすぐに，すべてが聞いていたほど，また，望んでいたほど快適
なものではないことに気づきます。彼は自分が陥った状況から逃れたいと
思い，こう言っています。「僕はあなたの友人へのプレゼントなんかじゃ
ない／あなたは僕を高級アパート（ペントハウス）の飾りにすることはで
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きない」
それで，彼は『オズの魔法使い』の物語に出てくる有名な道，「イエロー・
ブリック・ロード」に別れを告げます。この映画の登場人物たちは，黄金
色のレンガ路をたどって魔法の町オズへ向かい，そこに住む魔法使いに自
分たちの悩みの解決方法を教えてもらいたいと思っています。この歌で
は，歌手はその路を歩かないことにしたと言っています。つまり，彼は今
の状況に甘んじるくらいならば，有名なミュージシャンになる夢をあきら
めるというのです。彼は父親と子ども時代を過ごした田舎に帰りたいと
思っているのです。都会や事業家から遠く離れた田舎では，人々は素朴で
「本物」なのです。そこにいる犬とは本物の犬のことで，「社会に巣くうイ
ヌ」（音楽ビジネスの事業家を取り巻く打算的な友人たち）ではありませ
ん。
最後に，この歌手は去ることに罪悪感を感じる必要はないと考えます。
なぜなら，彼のボスはまったく平気だということがわかっているからで
す。都会には，若くてだまされやすいミュージシャンは大勢いて，敏腕家
とのコネを持ちたがっているのですから。

6. Read All about Elton John
� piano
� band
� wait
� superstar
� costumes
� soundtrack

試　訳

レジナルド・ケネス・ドワイトは，わずか 4歳のときにピアノのレッス
ンを受け始めました。彼は 60年代初頭に最初のバンド，ブルーソロジー
を結成しましたが，1966年にそのグループ（メンバーはロング・ジョン・
ボールドリー，エルトン・ディーン，カレブ・クエイ）でアメリカのソウ
ル・アーティストのツアー（演奏旅行）で伴奏をするようになってからプ
ロとしての活動を開始しました。
演奏していた音楽に満足できなくなると，彼はバンドをやめ，リンカン
シャー出身のバーニー・トーピンとパートナーを組みました。市場に受け
入れられやすいようにと，彼は以前に所属していたバンドにいた2人のメ
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名前をエル
トン・ジョンに変えました。1968年，ジョンとトーピンはディック・ジェー
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ムズと契約を結び，わずか週給 10ポンドで彼の新会社DJMの作詞・作曲
家になりました。
成功はなかなかやってきませんでしたが，その長い待ち時間も，「ボー
ダー・ソング」と「ユア・ソング」のヒット曲を収録した 1970年の『エ
ルトン・ジョン』のリリースで終わりを迎えました。それは彼の最初のイ
ギリスでのヒット作で，ヒットチャートの 2位まで達しました。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りました。彼のコン
サートはその演奏や凝った舞台作りだけでなく，彼が身につける派手な衣
装でも人気がありました。1972年から 1975年の時期に，彼は連続して
7つのナンバーワン・アルバムを出すという偉業を成し遂げますが，そこ
には「ロケット・マン」や「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作品が含まれています。彼の有名な歌の 1つ
である「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
をしのんで録音されたものですが，1997年に悲劇的な死を遂げて世界中
で数多くの人々を悲しませたダイアナ皇太子妃にささげる歌として書き換
えられました。
エルトン・ジョンの人気は 1990年代に入っても衰えず，彼の新曲は

1994年のディズニーのヒット作『ライオン・キング』のサウンドトラッ
クとして録音され，そのアルバムはアメリカのヒットチャートで 1位を記
録しました。エルトン・ジョンはまさに抜きん出たソングライターであり，
史上最も偉大なロックスターの 1人です。

Unit 12

2. Tongue Twister!
（CD音声スクリプト）

Lisa: Hi, Harry. Guess what?
Harry: What?

Lisa: Today’s tongue twister is the last one and very tough.
Are you ready for this?

Harry: Sure. I’m always ready.
Lisa: Good. Now what we’ve got today is about a “can.”

Harry: A can?
Lisa: Yes. It’s . . . (slowly) “Can you can a can as a canner can

can a can?”
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Harry: Oh, that’s funny. The word “can” is being used like two
different words. One is a noun and the other is a verb.
Right?

Lisa: That’s right, Harry. You are really smart today.
Harry: (upset) I’m always smart!

Lisa: Yes, you are. Now can you say it?
Harry: I’ll try. (slowly) “Can you can a can as a canner can can a

can?” Oh, I sound like a jackhammer!
Lisa: That’s great! . . . Now can you say it five times in a row

and can you do it as fast as you can?
Harry: I don’t know if I can make it, but I’ll do my best.

Lisa: That’s the spirit! Now ready . . . Go!
Harry: “Can you can a can as a canner can can a can? / Can you

can a can as a canner can can a can? / Can you can a can
as a canner can can a can? / Can you can a can as a
canner can can a can? / Can you can a can as a canner
can can a can?”

Lisa: That was great! You really made it, Harry!
Harry: Thanks, Lisa. But can YOU do the same?

Lisa: Me? Sure I can. Do you want me to try?
Harry: Yeah.

Lisa: If you say so. Watch. (really fast) “Can you can a can as
a canner can can a can? / Can you can a can as a canner
can can a can? / Can you can a can as a canner can can a
can? / Can you can a can as a canner can can a can? /
Can you can a can as a canner can can a can?” See? No
sweat!

Harry: You are much better than I am! You’re the master of
tongue twisters, Lisa! Now listeners, it’s YOUR turn to
practice. Can you do it just like Lisa?

3. Listening for Language
� I’ve got a terrible stomachache. I can’t stand it.
� It shouldn’t be a problem.
� You could put it that way.
� If I were in your place, I wouldn’t accept his offer.
� I wish I could own a cottage of my own.
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� Don’t give up. You could end up being right.
� If there’s anything I can do, just let me know. I’d be happy to

help you.
� It’s a piece of cake! I could do that with my eyes closed.
	 Things can’t get worse. Don’t let it worry you.

 Wouldn’t it be nice if we could stay home today without

working?

Challenge!
I wouldn’t do it if I were you.

4. Lyrics
� must have
� content
� glory
� pain
� would
� can
� might have
� would
	 could

 could
� can

試　訳

Wind beneath My Wings
愛は翼にのって

私の影になって　きっと寒かったでしょう
あなたの顔には太陽の光が降り注ぐこともなかったから
でも私を輝かせてくれるだけで満足だったのね　あなたらしいわ
いつも一歩後ろを歩いてた

だから栄光を受けていたのは私のほうばかり
あなたはいつも苦労ばかり
こんなにも長い間　無名だった美しい顔
苦痛を隠してきた美しい微笑み
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知っていたかしら　あなたは私のヒーローなの
どれほどあなたのようになれたらと思っていることか
私が鷲より高く飛べるのは
あなたという風をこの翼に受けているから

だれも気づいていなかったかもしれないけれど
私にはすべてわかっているわ　この胸の中で
あなたにわかっていてほしい　私が本当のことを知っていることを
もちろん　わかっているわ
あなたがいなかったら私はまったく価値がないのよ

知っていたかしら　あなたは私のヒーローなの
どれほどあなたのようになれたらと思っていることか
私が鷲より高く飛べるのは
あなたという風をこの翼に受けているから

前にも話したかしら　あなたは私のヒーローだってこと
どれほど　どんなにか　あなたのようになれたらと思っていることか
私が鷲より高く飛べるのは
あなたという風をこの翼に受けているから
あなたという風をこの翼に受けているから

この翼に受けている風よ
あなたという風をこの翼に受けて
遠くまで飛んでゆく
あなたのおかげで　こんなにも高く飛べる
あなたという風をこの翼に受けて（X2）
空に向かって高く高く飛んでゆく
今にも空に手が届きそう
ありがとう　ありがとう
あなたのこと　神様に感謝するわ
この翼に受けている風よ

5. Read about the Lyrics
試　訳

もし誰かに「あなたは私のヒーローなの」と言われたとしたら，どう思
いますか。もちろん，私たちは大喜びするとともに，自分をそれほど尊敬
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し評価してくれていることにちょっと驚くかもしれません。
私たちのほとんどは，これまでの人生の中で自分のヒーローを持ってい
た時期があります。それは有名人やプロスポーツの選手ばかりではなく，
友人や隣人，家族の誰かだったりします。それは，私たちを勇気づけ，夢
を実現する手助けをしてくれるような人たちです。彼らは私たちが学ぶの
に手を貸し，ものごとの善悪を教えてくれ，どんな状況にも，勇気とプラ
イドをもって対処するすべを示してくれるのです。しかし，私たちはそう
したヒーローに対してわざわざ感謝したり，彼らがしてくれたことに対し
てお礼を述べたりするようなことをしてきたでしょうか。
「ウィンド・ビニース・マイ・ウィング（愛は翼にのって）」は 1988年
の映画『ビーチズ』のテーマソングです。この映画は，エンターテイナー
として成功したC.C.ブルーム（ベット・ミドラー）と彼女の幼友達ヒラ
リー（バーバラ・ハーシー）との間の 30年にわたる友情の物語を描いた
ものです。「すべての栄光を手中にした」C.C.は，彼女の名声も富をもう
らやむことのない（私が輝くのを見守ってくれた　それがあなたのやり方
ね／あなたはいつも一歩後ろを歩いていた）友人のヒラリーを賞賛してい
ます。C.C.はヒラリーに，彼女の支援がとても大事なものであることを伝
えます（私が鷲より高く飛べたのは／あなたという風をこの翼に受けてい
るから）。それから C.C.は彼女の友人に最高の賛辞を贈ります。「私はあ
なたがいなければ価値のない存在なの」と。
この歌によって私たちは，ヒーローが私たちの人生で必要不可欠なもの
であり，ヒーローに私たちがどれだけ感謝をしているのか伝えることが大
事だということに思い至ります。いつか私たちが，おそらく自分でも知ら
ないうちに勇気を与えていた人から同じような感謝の言葉を聞かされた
ら，どんなにうれしいことでしょう！

6. Read All about Bette Midler
� role
� comedy
� gold
� life
� films

試　訳

ベット・ミドラーは 1945年 12月 1日，ニュージャージー州パターソ
ンに生まれました。彼女の家族はハワイに引っ越し，彼女はそこに 1960
年代まで過ごしますが，その後ニューヨークに出てプロの歌手を目指しま
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す。彼女はすぐにロングランのブロードウェイ・ミュージカルの人気作
『フィドラー・オン・ザ・ルーフ（屋根の上のバイオリン弾き）』での役を
獲得しました。ミドラーはまた，ナイトクラブにも出演し，喜劇に出演す
る傍ら，ブロードウェイ・ショーの曲や主流となるポップスのヒット曲な
どを含むさまざまなスタイルの歌を歌っていました。
彼女はアトランティック・レコードと契約し，ファーストアルバム『デ
バイン・ミス・エム』を 1972年に録音しました。これはゴールドレコー
ドとなり，すぐに次のヒットアルバム『ベット・ミドラー』（1973）が続
きました。1979年，彼女は1960年代の有名なブルース・ロック歌手，ジャ
ニス・ジョプリンの生涯を描いた伝記的なドラマ『ローズ』に出演し，そ
のタイトル曲（映画と同じ題名の曲）はトップテン入りをしました。彼女
の歌った「ウィンド・ビニース・マイ・ウィング（愛は翼にのって）」は，
1989年にナンバーワンのヒット曲となり，彼女の次のアルバム『サム・
ピープルズ・ライブズ』（メイン曲は「フロム・ア・ディスタンス（ディス
タンス）」）は，トップテン入りしたミリオンセラーのアルバムとなりまし
た。彼女はレコーディングとコンサートや映画での演奏活動を続けてお
り，ポピュラー音楽界で最も才能あるスターの 1人であり続けています。

Follow-Up Unit: Post-Test

� Nathan, would you do me a favor?
� What made you decide to study Italian?
� Keep in touch. I’ll write you once in a while.
� I’m terribly sorry to have kept you waiting so long.
� Bill seems a little upset. What’s up with him?
� I always travel light whenever I go abroad.
� I’ve got a quick question to ask you.
� One of the ways you can be better at English is to keep

practicing.
	 I’m really broke. Can you lend me some money?

 Why don’t you check out the latest news on the Internet?
� Stay out of my business, will you?
� Can you keep an eye on my baggage while I’m away?
 I don’t believe you. You’ve got to be kidding!
� You mean Joe? He’s gone to the dentist’s.
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� I hope we’ll get together again soon.
� There won’t be any additional charge for using this function.
� It could’ve been worse!
� You should’ve paid more attention to what the teacher said.
� Things can’t get worse. Don’t let it worry you.
� It’s a piece of cake! I could do that with my eyes closed.
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