はじめに

この教科書は毎日新聞のニュースサイト英語版 The Mainichi から記事を収録しています。
みなさんはここにこの 1 年間で話題となったイギリスの EU 離脱、トランプ大統領の就任、パ
ク・クネ大統領の弾劾、豊洲移転問題、安倍首相の真珠湾慰霊、アレッポの陥落、キム・ジョン
ナムの暗殺、大隅教授のノーベル賞受賞、SMAP の解散など、様々な内容の英文記事を読むこ
とができます。ポケモン GO の大ヒットや、7 分の奇跡や、AI の普及などほのぼのとした話題
も知ることができます。まさしく英文記事のギャラリーを見出すことができます。楽しく記事を
読んでいくあいだに英語の運用能力を身につけ、同時に現代という時代について視野を広げ、新
しい時代に向けた知見をえることができます。
みなさんはこの教科書を開くとき、各章にまず英文記事のヒントとなる写真と、記事を読む
ときに必要な情報を与えられます。日本語の情報としては写真に付属する説明文と Tidbit と

Column があります。Tidbit には愉快な内容が見つかると思います。
Check では、英文記事に含まれる重要な単語を日本語にする作業が求められます。日本語にす
る作業はこれだけですから、辞書を引くことを苦にしないでください。
次に英文記事があります。記事を正確に理解するため、適切に配置された註を手掛かりとする
ことができます。しっかり読み込んで reading の技能を養ってください。
みなさんは Activities の作業を通じて自然に記事についての理解を深めることができます。

Vocabulary Check では、主要な単語の定義を確認します。ここでも単語がわからないときは、
辞書を引いてください。

Contents Check では、設問によって記事の部分と部分をきちんと把握しているか確認します。
True or False では、設問の英文が記事の内容と合致しているかどうか判断します。答え合わ
せをして、記事を正確に理解しているかどうか確かめましょう。

Comprehension Questions では、設問の空欄に記事の内容に沿ったふさわしい単語を選んで、
記号で答えます。

Question-Answer では、記事の内容を問う設問に英文で書いて答えます。
Listening Task では、CD を聞いて、設問の空欄に語句を書き込んで答えます。みなさんは新
聞記事の部分とこの部分で listening の訓練をすることができます。

Writing Task では、記事で使われた単語、言い回しを使って英作文をします。
Discussion では、記事に関連する一つの設問についてクラスで debate をします。みなさんは
この部分と Further Questions をうまく利用することによって、speaking の技能を養うことがで
きます。

iii

Further Questions では、記事に関連する設問について個人で英文の答えを書いたり、クラ
スで Debate したりできます。writing の技能については、Question-Answer や Writing Task や

Further Questions の作業を通じて鍛えることができます。
みなさんは Activities のこのように多様な作業を通して総合的に英語の能力を高めることがで
きます。また、英字新聞に親しみ、広く社会で起こっている出来事に触れることができます。
こ の 教 科 書 の 作 成 に 当 た っ て 使 用 し た 辞 書 は、Longman Dictionary of Contemporary

English, 5th Edition と Oxford Dictionary of English Second Edition Revised と Oxford Sentence
Dictionary です。記事の収集と大部分の設問を江口雅子が、日本語の部分と書式、配置を木下善
貞が、全体のチェックと Further Questions を Adam Hailes が担当しました。版権の取得等には
開文社出版の安居洋一氏にたいへんお世話になりました。この場をお借りして厚くお礼申しあげ
ます。
木 下 善 貞
江 口 雅 子

Adam Hailes
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Chapter 1
Britain votes to leave EU:
Cameron to resign; markets rocked
Brexit と い う 言 葉 を 知 っ
ていますか？ Britain と exit
を組み合わせたイギリスの
EU 離脱を表わす単語です。
イギリスの意向が EU 当局
に反映されなくなっていた
ことや、流入する移民に職
を奪われたり、手厚い福祉
を与えなければならなく
なったりすることで、反 EU
が国内で声高に叫ばれてい
ました。デーヴィッド・キャ
メロン首相はのちの国政運
営が円滑に進むと踏んで、
国民投票の勝利を確信して
いましたが、離脱派の勢い
は止まりませんでした。

英国、欧州連合離脱へ

キャメロン首相が辞意表明

（写真提供：AP ／アフロ）

Tidbit
EU 離脱を主張したイギリス独立党ナイジェル・ファラージ党首は、週 3 億 5 千万ポンドにのぼる EU への拠出
金が国民の健康医療サービスのため使えると主張していましたが、その金額は嘘だったことがわかりました。前
ロンドン市長のボリス・ジョンソンは EU 離脱派の中心人物でしたが、離脱が決まったあと信用を失って、保守
党内で指導力を発揮することができないことを知り、6 月 30 日に党首選に出馬しないことを表明しました。結局、
新党者には残留派のテリーザ・メイ前内相が選ばれました。

Check

日本語にしてみましょう。

1. referendum
2. unprecedented
3. successor
4. turnout
5. registered voter
6. ballot

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)


June 24, 2016
Britain votes to leave EU: Cameron to resign; markets rocked

2

LONDON (AP) — Britain voted to leave the European Union after a
bitterly divisive referendum campaign, toppling the government Friday,
sending global markets plunging and shattering the stability of a project
in continental unity designed half a century ago to prevent World War III.
2 The decision launches a years-long process to renegotiate trade,
business and political links between the United Kingdom and what will
become a 27-nation bloc, an unprecedented divorce that could take
decades to complete.
3 “The dawn is breaking on an independent United Kingdom,” said
Nigel Farage, leader of the U.K. Independence Party. “Let June 23 go
down in our history as our independence day!”
4 Prime Minister David Cameron, who had led the campaign to keep
Britain in the EU, said he would resign by October and left it to his
successor to decide when to invoke Article 50, which triggers a departure
from the European Union.
5 “I will do everything I can as prime minister to steady the ship over
the coming weeks and months,” he said, “but I do not think it would
be right for me to try to be the captain that steers the country to its next
destination.”
6 The electoral commission said 52 percent of voters opted to leave the
EU. Turnout was high: 72 percent of the more than 46 million registered
voters cast ballots.
7 Polls ahead of the vote had shown a close race, but the momentum
had increasingly appeared to be on the “remain” side over the last week.
The result shocked investors, and stock markets plummeted around the
world, with key indexes dropping 10 percent in Germany and about 8
percent in Japan and Britain.
8 The euro fell against the dollar and the pound dropped to its lowest
level since 1985, plunging more than 10 percent from about $1.50 to
$1.35 before a slight recovery, on concerns that severing ties with the
single market will hurt the U.K. economy and undermine London’s
position as a global financial center. Bank of England Gov. Mark Carney
sought to reassure the markets.
9 “We are well prepared for this,” Carney said. “The Treasury and the
Bank of England have engaged in extensive contingency planning. ...We
have taken all the necessary steps to prepare for today’s events.” (373
words)
1

break on ~
～に突然現れる

the U. K. Independence
Party イギリス独立党
go down 記憶に残る
Article 50

リスボン条約第 50 条

the electoral commission
選挙管理委員会

Bank of England Gov.
イングランド銀行総裁
マーク・カーニー
the Treasury 大蔵省

contingency planning
不測事態対応計画



5

10

15

20

25

30

35

Activities
Vocabulary Check
次の単語の定義を下の選択肢から選んでください。

1. topple
4. trigger

(
(

)
)

2. shatter
5. plummet

(
(

)
)

3. invoke
6. undermine

(
(

)
)

(a) make something happen very quickly, especially a series of events
(b) use a law to achieve something
(c) become unsteady and then fall over
(d) gradually make someone or something less strong or effective
(e) suddenly and quickly decrease in value or amount
(f) completely destroy or ruin something such as someone’s beliefs or life

Contents Check
記事のなかで次の内容が書かれている段落の番号を記入してください。

1. 第 3 次世界大戦を食い止める
2. キャメロンは EU 残留の運動を指揮した
3. 投票結果は投資家にショックを与えた
4. 首相として船を安定させるためできることをする

(
(
(
(

)
)
)
)

True or False
記事の内容と合っていれば T を、合っていなければ F を記入してください。

1. The U.K. voted to leave the EU.

(
)
2. Farage said, “The U.K. has made June 23 an independence day.”
(
)
3. The turnout for the vote was high, reaching about 52 percent.
(
)
4. The value of the pound dropped to about $1.35, then recovered to $1.50 after the
vote.
(
)



Comprehension Questions
下の英文の空欄に記事の内容に沿う適切な語句を選んで、記号で答えてください。

1. The result of the vote shattered the __________ of the European Union.

		

(a) capacity

(b) design

(c) pattern

2. Cameron did not intend to be the captain that __________ the U.K. to its next

destination.
(a) lead
		

(b) paralyzed

(c) raised

3. The U.K. government has to __________ out all sorts of links with the EU again.

		

(a) leave

(b) stand

(c) work

4. Carney said, “We have taken all the necessary measures to __________ with the

result of the vote.”
(a) cope
		

(b) compare

(c) proceed

Question-Answer
次の質問に英語で答えてください。

1. According to estimates, how long will it take for the U.K. to complete the divorce

from the EU?

2. What did polls show ahead of the vote?

3. How did key indexes fluctuate after the result was known?

4. On what concerns did the pound plunge after the result was known?



Listening Task
音声を聞き、空欄に入る語句を書き入れてください。

Britain voted to leave the EU in the June 23 1
. This result toppled
the government, caused global markets to 2
and shattered the stability of
a project in continental unity. The leader of the U.K. Independence Party said, “Let June
23 go down in our history as our 3
day!” Prime Minister David Cameron,
who had led the remain campaign, said he would 4
by October and leave
the U.K. to his successor. The euro fell against the dollar and the 5
dropped
to its lowest level since 1985. According to the Governor of the Bank of England, all the
necessary measures to prepare for Brexit have been taken.

Writing Task
日本語を参考にし、語句を並べ替えて英文を完成させてください。文頭に来る語句も小文字にしています。

1. 鉄道会社は年度末までに完成させようと時刻表の再編作業に乗り出した。

( scheduled / reorganization process / be completed / the railway / launched / by / of /
to / the end / the fiscal year / the timetable / company ).

2. メアリーはいつ質問していいかわからずに当惑した。

( knowing / when / the question / Mary / ask / confused / grew / not / at / to ).

3. その国の人々は品質がよいとわかったから日本車を買うことに決めた。

( Japanese cars / good quality / because / the country / found / opted / were / of / they /
buy / the people / to / of / they ).

4. 報告は現在生じている不測の事態を少しも考慮していない。

( any contingencies / account / present / the report / operative / take / doesn’t / at / into ).



Discussion
下の質問について、クラスで話し合ってください。

Will the Brexit vote bring the U.K. a better future? Discuss why or why not.

Further Questions
下の設問に答えを書いてみましょう。あるいは、クラスで話し合ってみましょう。できれば新たに学んだ
語彙を使ってみましょう。

1. Why did the U.K. vote to leave the EU?

2. Given the complexity of the situation, should the decision of whether to stay in the

EU or not have been made by the voting public?

3. What are the current major threats to worldwide peace and stability?

4. What forces or situations can change relationships between countries?

5. What are the characteristics of the ideal president or prime minister?

Column
Brexit は EU 内の独立派を勢いづけました。フランス国民戦線のマリーヌ・ルペンや、オランダ自
由党のヘールト・ウィルダースは EU 離脱の是非を問う国民投票を求めています。スコットランド
民族党のニコラ・スタージョンは独立のための 2 回目の住民投票を主張しています。



