まえがき

みなさんは世界のあちこちに伝わる謎について聞いたことがあるでしょう。そ
して、それらのお話は本当なのか、不思議に思ったことがあるでしょう。たとえ
ば……

「ナスカの地上絵は本当に宇宙人が手伝ったの？」
「ネス湖のネッシーって本当にいるの？」
「ツタンカーメンのミイラの呪いは本当なの？」

実は、これらの謎はかなりの程度まで解き明かされています。この本で世界各
地に伝わるさまざまな謎の答えを見つけましょう！
どのエピソードも、日本での英語教育歴が長いアメリカ人大学教員フランク・
ベイリーの書き下ろしで、読みやすい、やさしい英語で書かれています。各 Unit
の読解のポイントと巻末の「文法解説」を参考にしながら読み進めてください。
そのあとで Composition の問題を解きましょう。読解のポイントで学んだ知識
を定着させることができます。また、Listening Comprehension や Dictation
の問題は、リスニングの力をつけるだけではなく、基本的な単語のつづりを覚え
るためのものです。発音を確かめながら、単語を覚えるようにしましょう。
本書を使ってみなさんが楽しく英語を勉強してくれることを願っています。最
後になりましたが、本書の作成にあたっては開文社出版社長の安居洋一氏、イラ
ストを描いてくれた鈴木文生氏にたいへんお世話になりました。この場を借りて
お礼申し上げます。
平成 27 年 10 月
著者一同
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基本的な文法事項

Unit 1 に入る前に、本書に出てくる基本的な文法事項を下にまとめておく。空
欄に書き入れておいて、勉強を進めていくときに必要に応じて参照しよう。

1. 品詞
単語を〈語形〉、〈はたらき〉、〈意味〉などによって分類したもの。単語がもとも
と持っている性質。1 つの単語が 2 つ以上の品詞を持つこともある。下の語群か
ら選んで、表に書き入れよう。

品詞

説明
人や事物の名前や概念を表す。

単語の例
（下から選んで書き入れよう）

desk,

人や事物の性質を表す語。名詞の前に置かれた
り、補語として機能する。

happy,

人や事物の動作、状態を表す語。目的語を取る
ものと取らないものとがある。

write,

語と語、句と句、節と節を結びつける。
名詞の前に置かれ、語や語句を修飾する。
名詞以外のいろいろな語（句）を修飾する。
名詞の前に置き、名詞の意味をある程度限定す
る。
人に呼びかけたり、感動を表すために用いる。

because,
with,
hardly,

a, an, the のみ
hello,

語群：名詞・形容詞・動詞・副詞・前置詞・接続詞・冠詞・間投詞
単語の例：water, rich, operate, fortunately, and, round, at, on, during,

bread, oh, early, music, lose

基本的な文法事項

1

※ 句とは、2 つ以上の単語が集まって、ある品詞に相当する働きをもつもの。名
詞句、形容詞句、副詞句の 3 種類がある。
例）名詞句

a small dog
例）形容詞句 an apple in the basket
例）副詞句
work very hard
節とは、2 つ以上の単語が集まって、文の一部を構成するとともに、それ自体
の中に「主語＋述語動詞」をもっているもの。例）I think that he is honest.
※ 文法参考書などによく「副詞節」、「形容詞句」などの言葉が出てくるが、こ
れはそれぞれ「副詞の働きをする節」、「形容詞の働きをする句」などの意味
である。「関係代名詞節」は、関係代名詞を用いているのでそう呼ばれるが、
名詞を修飾し、形容詞の働きをしていることから、「形容詞節」と呼ばれるこ
ともある。

2. 文の要素
単語を、文における役割によって分類したもの。よって、文がないところには
《文の要素》は存在し得ない。下の語群から選んで、表に書き入れよう。
主語・述語・目的語・補語
文の要素

説明
普通文頭に来る。「〜は」、「〜が」の意味を持つ。
「〜する」、「〜した」などの意味を持つ。

対応する品詞
名詞
動詞

他動詞の後に置かれ、「〜を」、「〜に」の意味を持つ。

名詞

be 動詞などの後ろに置かれ、文を成り立たせるために
必要な語。主語や目的語の意味を補う。

名詞、形容詞

語群 : 主語・述語・目的語・補語

2 基本的な文法事項

3. 品詞と文の要素の対応
簡単な英文の構造を見てみよう。
I

have

a

sister.

文の要素

主語 (S)

述語 (V)

目的語 (O)

品詞

名詞

動詞

名詞

I

am

happy.

文の要素

主語 (S)

述語 (V)

補語 (C)

品詞

名詞

動詞

形容詞

※ SVOC の V(verb) の日本語訳は「述語」ではなく「動詞」である。また、述
語は常に動詞であることから、文法書では「述語」と記載されることはほと
んどなく、「述語動詞」あるいは単に「動詞」と記載される。
参考までに、SVOC の英語を挙げておく。

S（主語）＝ subject
V（動詞）＝ verb
O（目的語）＝ object
C（補語）＝ complement

●気をつけよう●

(1) 副詞 (adverb) は常に修飾の役割しか持たず、文の要素になることはない。
(2) 形容詞 (adjective) は、文の要素になる場合とならない場合がある。
例） I

found

主語

a small dog.

述語動詞

目的語

→ small は目的語 dog を修飾する役割。よって、文の要素ではない。

The dog
主語

is

small.

述語動詞

補語

→ small は補語。よって、文の要素となる。

基本的な文法事項

3
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ナスカの地上絵【ミステリー編】
動詞の活用

次の表の空白に書き入れよう。

原形

過去形

過去分詞形

意味

1

draw

描く

2

remove

取り除く

3

fly

4

see

読解のポイント

【be 動詞】

（かっこの数字は文法解説のページ。以下すべての UNIT について同様）

英文の中に be 動詞が出てきたら、次のどれかであることが多い。
① be 動詞＋名詞または形容詞
→

名詞・形容詞は補語。「〜である」 例）This is a cat.

② There is [was, are, were] ＋主語
主語＋ be 動詞＋場所を表す言葉

→ 「〜がある（あった）」
→ 「〜は…にある（あった）」

例）There is a pen on the desk. / Mother is in the kitchen.
③ be 動詞＋ ~ing
→

進行形「〜している最中だ、〜する予定だ」(pp. 70–71)
例）He is studying English. / He is leaving soon.

④ be 動詞＋過去分詞

→

受動態「〜された、されている」(p. 88)

例）This dress was made by my mother.

ナスカの地上絵【ミステリー編】 5

1

2~5

The Nazca Lines in Peru are one of the

great mysteries of the world. Over 300

★「読解のポイント」に関連
する語は太字にしてある。
（以
下の UNIT について同様）
over ~ ＝ 〜以上の

lines and pictures of animals are drawn
on the ground in the Nazca Desert. There
5

are 300 pictures of animals like monkeys,

the Nazca Desert ＝ ナスカ砂
漠

spiders, birds, and even a whale. They are

whale ＝ クジラ

20–100 meters across. One line is nearly 15

メートルの

~ meters across ＝ 直径が〜

kilometers long and perfectly straight! The
lines were made by removing dark rocks
10

from the light-colored ground. They were
discovered by people flying over in airplanes
in the 1920’s.

by ~ing ~ ＝ 〜することによ
って

people flying over ＝ 上空を
飛んでいる人々

2 Why are they a mystery? They were made

15

by the Nazca Indians hundreds of years

Nazca Indians ＝ ナスカ・イ

ago . . . but the pictures can only be seen from

hundreds of ~ ＝ 何百もの

the air! From the ground, they just look like

look like ~ ＝ 〜のように見え

crazy lines. How did the Nazca make pictures
they could not see?
3 A book about the lines called Chariots
20

of the Gods? became famous in 1968. It said
that aliens helped the Nazca make the lines,

6

UNIT 1

ンディオ
just ＝ ただ〜だけ
る
crazy ＝ わけのわからない
pictures (which) they could
not see (p. 80)
a book (…) called Chariots

of the Gods? ＝『神の戦車 ?』
と呼ばれる本（書名は斜字
体で表す）
alien ＝ 宇宙人
help ＋人＋動詞の原形 ＝（人
が）〜するのを手伝う

and the lines and pictures are runways and
parking areas for spaceships! They are big
enough, and some Nazca art shows creatures
25

coming from the sky. Many people believed

runway ＝ 滑走路
parking area ＝ 駐機場
spaceship ＝ 宇宙船
creatures coming from the
sky ＝ 空からやって来た生
物

the book.
4 Scientists do not believe aliens helped, but

could not explain the mystery. Two scientists
built a simple hot-air balloon with local
30

materials and showed that it was possible
for the Nazca to fly. But there are no Nazca
pictures of balloons, and not many people
think they had them.

hot-air balloon ＝ 熱気球
local ＝ 地元の、地元で手に入
る
material ＝ 材料
it (is) possible for the Nazca
to fly ＝ ナスカ人が空を飛ぶ
のは可能だ（It は to ﬂy を指
す仮主語）

5 Were they runways for aliens? If not, how
35

6~8

were they made?

Listening comprehension
1 〜 3 の音声を聴いて、本文の内容と合っている英文の番号を〇で囲もう。
（１つとは限らない。）

１

２

３

【ヒント】 1 ver y few ~ ＝ ほんの少数の〜
2 prove ＝ 実証する
ナスカの地上絵【ミステリー編】 7

Composition
（

）内のヒントを参考にして、{

} の語または語句を並べかえて日本語の

意味を表す英文を作ろう。

1. 10 年前にはこの商店街にはたくさんのブティックがあった。（本文第 1 段落）
There { boutiques / in / many / this shopping arcade / were } 10 years ago.

2. この鶴は 1 枚の紙を折って作りました。（本文第 1 段落）
This { a piece of / by / folding / made / crane / was } paper.

3. ナスカの地上絵はここからでは見ることができません。（本文第 2 段落）
The { be / cannot / from / here / seen / Nazca Lines }.

6~8

Dictation
次の英文は Listening Practice のスクリプトである。音声を聴いて、(

) に書き

入れよう。そして、本文の内容と合っているのは 1 〜 3 のどれか確認しょう。
（以下の UNIT についても同様）

1. Very few people (

) the Nazca Lines were (

) as runways

for alien spaceships.
2. The two (
(

) proved that it was possible for Nazca people to
) a hot-air balloon.

3. Nazca people (
spaceships.

8
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ナスカの地上絵【解決編】
動詞の活用

次の表の空白に書き入れよう。

原形

過去形

過去分詞形

意味

1

damage

損傷を与える

2

stick

はまり込ませる

3

use

4

find

読解のポイント

【be 動詞と一般動詞】

１つの英文には動詞が１つ以上ある。動詞には be 動詞と一般動詞がある。英文
を読むときには次の①〜④に注意しよう。
① 現在形 (p. 64)

例）He is a student. / I study English every day.

② 過去形 (p. 65) 例）He was a student. / I studied English yesterday.
③ 助動詞＋動詞の原形 (p. 66, pp. 86–87) 例）I will be a space pilot.
④ 完了形（have/has/had ＋過去分詞）(pp. 67–69)
例）Tom has lost his car key.
※ 次のものは動詞ではないので、注意すること。

to- 不定詞
~ing 形
過去分詞（過去形と同じ形であることが多い）
例）I like apple pies made by my mother.
（made は apple pies を修飾）

ナスカの地上絵【解決編】 9

1

9~12

First, the lines are not very good run-

ways. The ground in the desert is too soft

too ~ to- 不定詞 ＝ …するには

for anything to land there. Spaceships would

land ＝ 着陸する

have gotten stuck! The lines are easy to
5

damage. Cars and trucks can easily destroy

あまりにも〜
would have gotten stuck ＝
（もし宇宙船が着陸したとし
ても、土の中に）めりこん
でしまっただろう (p. 91)

them.
2 Second, the pictures look like other

Nazca art. They drew many similar pictures,
especially in temples. They are probably
10

pictures of their gods. Maybe the pictures
were made for the gods to see.
3 Third, people can make a very big picture

15

probably ＝ おそらく、きっと
maybe ＝ たぶん
for the gods to see ＝ 神に見
えるように

without being able to see it. By measuring

without ~ing ＝ 〜することな

the angles and sizes of a small picture, you

be able to- 不定詞 ＝ 〜するこ

can make big pictures easily, using wood

angle ＝ 角度

poles and string to keep the lines straight. In

string ＝ ひも

1982, a man named Joe Nickel made a copy

a man named Joe Nickel ＝

of one of the Nazca pictures. He used only a
small drawing, string and wooden sticks. In
20

especially ＝ 特に
temple ＝ 寺

しに
とができる
wood pole ＝ 細長い木の棒

ジョー・ニッケルという名
前の男（name ＝ 名づける）
drawing ＝ 線画

only two days he made a picture of a bird 150
meters across. A friend flew over in a plane

10
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fly over ＝ 上空を飛ぶ

and took pictures. The picture was perfect!
He showed that the Nazca Indians needed
only simple tools to make the picture. Later,
25

tool ＝ 道具

small holes for wooden poles were found at
Nazca!
4 The Nazca Lines are amazing, and we still

30

don’t know exactly why they were made. But

exactly ＝ 正確に

no aliens or aircraft were needed. The Nazca

aircraft ＝ 航空機（飛行機・

did it with hard work and good planning.

飛行船・気球・ヘリコプタ
ーなどの総称）

People in the past did not have airplanes or

in the past ＝ 過去の

computers, but they were just as smart as we

as smart as ~ ＝ 〜と同じく

are.

13~15

amazing ＝ 驚くべき

らい頭が良い (p.89)

Listening comprehension
1 〜 3 の音声を聴いて、本文の内容と合っている英文の番号を〇で囲もう。
（１つとは限らない。）

１

２

３

【ヒント】 3 ~ enough to- 不定詞 ＝ 〜するほど十分に〜
ナスカの地上絵【解決編】 11

Composition
（

）内のヒントを参考にして、{

} の語または語句を並べかえて日本語の

意味を表す英文を作ろう。

1. その鳥はまるで大きなコウモリのように見えた。（本文第 2 段落）
{ a / bat / big / bird / like / looked / the }.

2. 渡辺謙という名前の俳優を知っていますか。（本文第 3 段落）
{ an actor / do / Ken Watanabe / know / named / you }?

3. フレンチ・トーストをつくるには、卵 1 つと牛乳 4 分の 1 カップが必要です。
（本文第 3 段落）

You { and / a quarter cup / of milk / need / to / an egg } make French
toast.

13~15

Dictation
音声を聴いて、(

) に書き入れよう。

1. Joe Nickel showed that it was (
(

) to draw giant pictures with

) tools.

2. The Nazca Lines are drawn on the hard (
(

).

3. Nazca people were not (

12

), so they are not easily

UNIT 2

) enough to make big (

).

