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 年で話題となったカズオ・イシグロのノーベル賞受賞、財務省による
森友文書改竄、神戸製鋼所のデータ改竄、今上天皇の退位日程、日欧経済連携協定、北朝鮮の新
型ミサイル、ロヒンギャ難民、反核兵器条約の採択など、様々な内容の英文記事を読むことがで
きます。羽生選手や藤井 4 段の活躍とか、インスタ映えやチバニアンという地質年代のこととか、
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

音声ダウンロード（無料）は

http://www.kaibunsha.co.jp/download/19702（リリースは 2019 年 4 月）
音声は上記 URL から無料でダウンロードできます。自習用とし
てご活用ください。
▪ URL は検索ボックスではなくアドレスバー（URL 表示粋）に入力し
てください。
▪ＰＣからのダウンロードをお勧めします。スマートフォンなどでおこ
ないますと、3G 回線環境ではダウンロードできない場合があります。
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Chapter 1
‘We must become more diverse’ and ‘break down
barriers’: Kazuo Ishiguro in Nobel lecture
カズオ・イシグロが 2017 年の
ノーベル文学賞を受賞しました。
彼は 28 歳のとき『遠い山なみの
光』で作家デビューをはたして、
王立文学協会賞を受賞。この小説
の主人公は戦後長崎からイギリス
へ渡った悦子です。第 2 作の『浮
き世の画家』では、戦後価値観の
変化にさらされる日本人画家小野
を扱って、ウィットブレッド賞を
受賞しました。35 才のときに書い
た第 3 作『日の名残り』では、老
執事スティーブンスを描いてブッ
カー賞を受賞しました。臓器提供
役のクローン人間を扱う『私を離
さないで』も、2005 年のブッカー
賞最終選考に残っています。

スウェーデン・アカデミーで報道陣の質問に答えるカズオ・イシグロ
（写真提供：毎日新聞社）

Tidbit
記事にあるトム・ウェイツはカリフォルニア出身のシンガーソング・ライターです。「ルビーの腕」という歌は
彼の『アサイラム時代』（The Asylum Years）というアルバムのなかにあります。As I say goodbye, I’ll say goodbye,
Say goodbye to Ruby’s arms とリフレインで歌い、おそらく戦死した兵士の霊がこの世の名残りに恋人ルビーを訪
れる場面を描いています。

Check

日本語にしてみましょう。

1. commemorative
2. leave behind
3. breakthrough
4. middle-class
5. protagonist
6. xenophobic

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)


December 8, 2017
‘We must become more diverse’ and ‘break down barriers’: Kazuo Ishiguro in Nobel lecture
STOCKHOLM — Japanese-British novelist Kazuo Ishiguro gave
a commemorative lecture here ahead of the Nobel Prize ceremony, in
which he revealed that he began writing fiction in his 20s with a “peculiar
energy” with which he carried out “an urgent act of preservation” of the
Japan he had left behind and likely no longer existed.
2 Titled “My Twentieth Century Evening — and Other Small Breakthroughs,” his 45-minute speech, given at the Swedish Academy on the
evening of Dec. 7 (early Dec. 8 Japan time), was met with a standing
ovation from the 500 or so people in the audience.
3 Ishiguro was born in Nagasaki to Japanese parents, and moved to the
U.K. with his family at age 5. He said, “Long before I’d ever thought to
create fictional worlds in prose, I was busily constructing in my mind a
richly detailed place called ‘Japan’ — a place to which I in some way
belonged, and from which I drew a certain sense of my identity and my
confidence,” and explained that the urgency he had to preserve his notion
of “Japan” was what drove him to write.
4 He spoke also about how at school he lived the life of a middle-class
English boy, but at home he was exposed to “different rules, different
expectations, a different language” through his parents, who had initially
intended to move the family back to Japan.
5 Ishiguro shared an episode from when he was finishing up his 1989
Man Booker Prize-winning novel, “The Remains of the Day,” the
protagonist of which is a stoic butler. Ishiguro had had a feeling that
there was something missing from the novel, and it was when he listened
to the song “Ruby’s Arms” by Tom Waits that he realized, “Just for one
moment, towards the end of my story, a moment I’d have to choose
carefully, I had to make (the butler’s) armor crack.” This resulted in the
final scene in the novel, which depicted the butler crying.
6 The author expressed his concern for the xenophobic and nationalistic
trends in the world today, and closed his lecture with an appeal for more
diversity. He voiced his anticipation of the next generation of writers
coming up with new and sometimes “bewildering” ways of telling stories,
and called for people to be open to it, because “Good writing and good
reading will break down barriers.” (394 words)
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Man Booker Prize

投資会社マン・グループが
財団のスポンサーになって
いる。
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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. urgent
4. share

(
(

)
)

2. ovation
5. armor

(
(

)
)

3. prose
6. crack

(
(

)
)

(a) tell someone about something personal
(b) cause to break without a complete separation of the parts
(c) written language in its usual form, as opposed to poetry
(d) very important and needing to be dealt with immediately
(e) a sustained and enthusiastic show of appreciation from an audience
(f) the metal coverings formerly worn to protect the body in battle

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. 排外的で国粋主義的な傾向
2. 注意深く選ばなければならない瞬間に
3. 豊かな細部を具えた場所を胸中で忙しく構築
4. その他いくつかのささやかな前進

(
(
(
(

)
)
)
)

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. Ishiguro got a standing ovation from the 500 or so people in the audience at the Nobel

Prize ceremony.
(
)
2. Ishiguro moved to the U.K. with his family at age 5 and moved back to Japan 5 years
later.
(
)
3. The Ishiguros initially intended to move back to Japan.
(
)
4. Ishiguro won the Man Booker Prize with the novel “The Remains of the Day” in
1989.
(
)


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. Ishiguro tried to keep __________ the memory of Japan he had left behind.

		

(a) alive

(b) exist

(c) lived

2. While he lived the life of a middle-class English boy, Ishiguro had to __________

himself to a totally different cultural environment at home.
(a) befitted
(b) adapt
(c) adopt
		
3. The __________ of “The Remains of the Day” is a stoic butler.

		

(a) antagonist

(b) hero

(c) character

4. Ishiguro expressed his fear of the trend toward __________ sentiment in the world

today.
		

(a) pro-foreign

(b) xenophilous

(c) anti-foreign

Question-Answer
次の質問に英語で答えてください。

1. What did Ishiguro propose would break down barriers?

2. What did Ishiguro say drove him to write?

3. How did Ishiguro rewrite the final scene of “The Remains of the Day”?

4. What does Ishiguro expect of the next generation of writers?



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

Japanese-British novelist Kazuo Ishiguro gave a 1
lecture ahead of
the Nobel Prize ceremony. Titled “My Twentieth Century Evening — and Other Small
2
,” his speech was met with a standing ovation. Ishiguro was born in
Nagasaki to Japanese parents, and moved to the U.K. with his family at age 5. Japan is
a place from which he drew a certain sense of his 3
and his confidence.
The urgency he had to 4
his notion of Japan was what drove him to write.
In his lecture, he appealed for more 5
and said, “Good writing and good
reading will break down barriers.”

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. 職を失う恐怖が懸命の労働に私を駆り立てた。

( me / hard / losing / fear of /drove / to work / my job ).

2. ジョンはアルバイトをして生計を立てていたころのエピソードを話した。

( part-time jobs / an episode / was making / a living / shared / through / from / his / he /
John / when ).

3. メアリーはあらゆる種類の言い訳を見つけ出し続けた。

( up / of / excuses / Mary / coming / kept / all kinds / with ).

4. 観客が立ちあがって喝采したのは彼女がピアノを弾き終えたときだった。

( playing / the audience members / a standing ovation / when / finished / was / in / it /
to / that / she / the piano / leapt / their feet ).



Discussion
下の質問について、クラスで話し合ってください。

How would you have felt if your childhood had been similar to that of Ishiguro?

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. The Internet is killing the novel. Discuss.

2. What are the qualities of a great novel?

3. What is lost and gained when a novel is made into a film?

4. If the human race is to survive and progress, humans must improve their understanding

of the concept of diversity. Discuss.

5. Why do humans tell each other stories?

Column
カズオ・イシグロは小説のなかで「世界とつながっているという幻想にひそむ深淵を暴いてきた」
とノーベル・アカデミーから評されました。イシグロは過去を回想しながら、自己を構成するもの
を見つめて、現在あるいは未来の生き方を見極めていくというタイプの作中人物を描き続けていま
す。



