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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  

第 7 回 問題を嗅ぎ分けること 

＜日本語訳＞  

 
 1  Dialogue for Introduction 

 

T: おはよう、エドワード。この好天の朝、君はどこへ行くんだい。 

E: ああ。ちょっといいことをやりに行くんだ。家族を増やすように頼まれていてね。 

T: まさか！ また子供を作る計画なのか？ 

E: 僕の年でそれは無理だろ！ ヒントをやろう。「人間の最良の友」を見つけに行くんだよ。何

をしに行くところか分かるかな。 

T: 犬だ！ 息子さんが家族にペットを加えたいと思ってるのかい。 

E: その通り。彼は探知犬やその鋭い嗅覚についてずっと本を読んでいるんだ。 

T: 君の息子さんは探知犬にどんなことを望んでいるんだろう。探知犬はほとんどの場合、警察

や公安担当者が使ってるよね。よもや、君の家の周りに地雷が隠れているなんてことはないだろ

うに！ 

E: そうさ、地雷なんかないよ！でも、とても特殊な、そのなんというか、家族内の課題がある

んだ。 

T: というと、なにかな？ 

E: 妻は僕と息子がチョコレートを食べ過ぎるのをやめさせたいと思っているんだ。それで、彼

女はとても巧妙に家のあちこちにチョコレートを隠すんだよ。息子は新しいペットを訓練して、

隠されたあのおいしいものを探す協力者に仕立て上げられると確信しているんだ。君はどう思う、

テツ。 

T: そうだなあ。家族に犬の仲間を加えることについては、世話とそれに関連する費用のことを

考慮に入れるべきだよ。 

E: そうだね。それについては考えてはいたんだ。何か良い考えがあるかな。 

T: 実を言えば、あるね！ もっと小さくて、より鋭い鼻を持っている嗅覚の鋭い種について、語

らせてくれたまえ。僕が話そうとしてるのその動物は… 

E:  ストップ！ 君は今月の話題に引っ張っていくつもりだな。これはリスナーの皆さんに自分で

見つけてもらうことにしよう。その後で、我々は、私の家族のチョコレートの問題について話し

合えばいいじゃないか。 

T: いい考えだね。では、始めよう！ 
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 2  Listen to the passage and answer the two questions that follow. 

 

問題を嗅ぎ分けること  (2014 年度 第 1 回  準 1 級 D No.19, No.20) 

 世界中のもと紛争地域であったところに残されている地雷が約 1 億個ある。そのような地雷

をたまたま知らずに踏んでしまって、毎年何千人もの人々が命を落としている。さらに、地雷が

あると土地を農業に使えないし、地雷は交通を混乱させる。例えば、探知犬や探知機といったい

くつかの方法が不発地雷の発見に使われている。しかし、最近のより特別なプロジェクトではア

フリカオニネズミが使われている。 

 ちょうど犬のように、このネズミはモザンビークで地雷を見つけるのにその優れた嗅覚を使う

ための訓練を受けている。そのネズミを使う一つの利点は、体重が軽いので爆発を起こすことな

く地雷の上を歩けることだ。また、犬の飼育施設は維持するのにたくさんの費用が掛かるし、過

酷な気候の中で犬を健康に保つためには獣医による定期的な健康診断が必要だ。一方、このネズ

ミは病気や高温に対してより耐性がある。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1  地雷に関する問題の一つは何ですか。 

No.2  アフリカオニネズミについて私たちは何を知りましたか。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードの後について繰り返してください。 

 

1 地雷 landmine 

2 紛争地域 war zone 

3 偶然に、うっかり accidentally 

4 ～を踏む step on～ 

5 A が、B するのを妨げる prevent A from B 

6 混乱させる disrupt 

7 探知犬 detection dog 

8 探知機 detector 

9 アフリカオニネズミ African giant pouched rat 

10 犬の飼育施設 dog kennel 

11 獣医 vet 

12 過酷な気候 harsh climate 

13 ～に対して耐性がある resistant to～ 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

問題を嗅ぎ分けること  (2014 年度 第 1 回  準 1 級 D No.19, No.20) 

 世界中のもと紛争地域であったところに残されている地雷が約 1 億個ある。そのような地雷

をたまたま知らずに踏んでしまって、毎年何千人もの人々が命を落としている。さらに、地雷が

あると土地を農業に使えないし、地雷は交通を混乱させる。例えば、探知犬や探知機といったい

くつかの方法が不発地雷の発見に使われている。しかし、最近のより特別なプロジェクトではア

フリカオニネズミが使われている。 

 ちょうど犬のように、このネズミはモザンビークで地雷を見つけるのにその優れた嗅覚を使う

ための訓練を受けている。そのネズミを使う一つの利点は、体重が軽いので爆発を起こすことな

く地雷の上を歩けることだ。また、犬の飼育施設は維持するのにたくさんの費用が掛かるし、過

酷な気候の中で犬を健康に保つためには獣医による定期的な健康診断が必要だ。一方、このネズ

ミは病気や高温に対してより耐性がある。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1  地雷に関する問題の一つは何ですか。 

No.2  アフリカオニネズミについて私たちは何を知りましたか。 

 

 

 5  Repetition and Interpretation Drill 

 

英文がポーズ付きで読まれます。また日本語の訳が流れます。 

 

1) ポーズの間に英語をリピートしましょう。きちんとリピートできるようになるまで何度も練

習しましょう。 

2) 聞きながら、ポーズの間に日本語に通訳しましょう。モデルの日本語が流れるまえに、自分

の訳を言い終えることができるように、何度も練習しましょう。 

3) 英文が聞こえるのと同時に、シャドーイングをしてみましょう。さらにポーズの間に日本語

に通訳しましょう。 

 

問題を嗅ぎ分けること 

約 1 億個の地雷がある / 

世界中のもと紛争地域であったところに残されたまま。// 

毎年、何千人もの人々が命を落とす / 

そのような地雷をたまたま知らずに踏んでしまって。// 

加えて地雷があると土地を農業に使えない / 

また、地雷は交通を混乱させる。// 
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いくつかの方法が不発のままの地雷の発見に使われている / 

例えば、探知犬や探知機など。// 

しかし、最近のより特別なプロジェクトでは、アフリカオニネズミが使われている。// 

犬のように、ネズミは訓練を受ける / 

モザンビークで、地雷を見つけるのに彼らの優れた嗅覚を使うための訓練を受ける。// 

ネズミを使うひとつの利点は / 

彼らが軽いので地雷の上を歩けることだ / 

爆発を起こすことなく。// 

また、犬の飼育施設は維持するのにたくさんの費用がいる / 

そして、獣医による定期的な健康診断が必要だ / 

過酷な気候の中で犬を健康に保つために。// 

一方、ネズミは、より耐性がある / 

病気や高い気温に対して。// 

 

 

 6  Model answers 

 

解答例を聞いて、自分の答えと比べてみてください。 

 

T: さて、No.1  「地雷に関する問題の一つは何ですか。」に対する君の答えはどうだろう。 

E: 地雷は農地を耕すことを阻む。 

T: ありがとう。No.2 「アフリカオニネズミについて我々はどんなことを知りましたか。」につ

いてはどうかな。 

E: 体重が軽いので地雷の上を安全に歩くことができるということと、健康を維持することが簡

単だということだ。 

T: ありがとう。 

 

 

 7  Challenge 1 

 

T: さて、エドワードが話をします。賛成の意見あるいは反対の意見を言ってください。最低 30

秒は話し続けるようにしましょう。 

 

E: 私は、過去の紛争が原因である地雷による惨事からついに解放されたと思う。1997 年オタワ

での、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約で、これらの陰湿な

武器が使用されなくなっているに違いない。ありがたいことに、過去にそのような苦しい目にあ

った地域を人間が生産的に利用することが、今や安全にできるようになっている。 
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E: さて、テツの話を聞いてみましょう。模範例を皆さんに伝えます。よく聞いて、自分の答え

と比べてみてください。 

 

T: 悲しいことに、それは真実ではない。世界中の以前紛争地域であったところには約 1 億の地

雷がある。これらの地雷はその近くに住む人々にいまだ重大な脅威を与えている。これらの武器

を処理するために数々の技術が利用可能ではあるが、現実はその仕事は依然として恐怖を伴うも

のである。我々は古い地雷原にある地雷を除去するために探知する犬やネズミに頼ることもしな

ければならない。 

 

 

 8  Challenge 2 

 

E: よく聞いてください。次の発言に、最低 1 分間は、反対の意見を言ってください。皆さんの

発話には、聞いた英文に書かれてあったいくつかの要点が含まれていないといけません。用意は

いいですか。 

 

T: 犬はとても知的な動物だ。彼らはいろいろな異なる方法で我々を助けてくれる。連れ合いと

して寄り添ってくれることに加えて、彼らは麻薬探知犬、盲導犬として働いてくれるし、他のた

くさんの人道的な仕事もしてくれる。私は犬が適正な訓練を受ければ、彼らの鋭い嗅覚が効果的

な地雷処理に大いに助けとなる可能性があると思う。嗅覚では他のどの動物種も私たちのイヌ科

の友に匹敵するものはない。 

 

T: 模範例です。ではエドワードの話を聞いてみましょう。彼が皆さんに例を示してくれます。

よく聞いて、自分の答えと比べてみましょう。 

 

E: 様々な方法で犬が我々を助けることができるということは本当だ。また、確かに犬は鋭い嗅

覚を持っているということも本当だ。犬による哨戒は軍隊が活躍する場面でも警察が活躍する場

面でもなくてはならない働きを提供してきた。自然災害時に生存者の位置を特定することにおい

ての彼らの有用性もよく知られていることである。しかし、ネズミも素晴らしい嗅覚を持ってお

り、適切な訓練を受ければ彼らもまた地雷探知に適しているのだ。モザンビークではネズミに地

雷を探知する訓練をしているそうだ。ネズミはこの種の仕事により適しているそうだ。まず、彼

らは犬ほど重くないので爆発を引き起こすことなく地雷の上を歩くことができる。次に、ネズミ

は厳しい気象状況に対して犬よりも耐性がある。加えて、犬については全般的な世話や養育にか

かる負担の程度がネズミよりも格段に重いのだ。 
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 9  Closing Dialogue 

 

T: さて、エドワード、今月の記事を読んだ後なら、君と君の息子さんもペットには素敵な小さ

いモザンビークのネズミの方がいいと思わないかな。本当にすべての利点を考えるべきだよ。獣

医にかかる費用も少ない、世話も簡単、列挙すればまだまだあるよ。 

E: ああ、そうだよね。君の言うことは分かるんだが、「ネズミ」は人が家の周りにいてほしいと

思う代物じゃないよ。 

T: あれまあ、名前がどうしたっていうんだ。新しいペットをマウスと呼びなよ、お望みならね。

そうすればより楽しいミッキーやミニーのイメージを思い浮かべられるだろ。君の新しいふわふ

わした小さな友達は、さらに君の奪われたチョコレートを開放する戦いで君を助けることができ

る。しかも、犬を維持する高い費用がいらない。そんなペットを飼うことは君の家族にとって真

の地位の象徴にもなると僕は思うけどね。 

E: 地位の象徴だって！ 齧歯動物を近所に持ち込むことに対して隣人たちが喝采を送ってくれる

なんて思わないよ！ 

T: ああ、そうだな…、たぶん君には犬の方が向いているんだろう。でも、僕自身は今やネズミ

に対して新たな尊敬を抱いているよ。リスナーの皆さんはどうですか。今の我々の話題は皆さん

の齧歯動物についての印象を変えたでしょうか。 

E: それはいろいろ考えるネタになる！ そういうことで。 

T&E: また、次回お会いしましょう。 

 

 

 

 

 

★講師陣プロフィール★ 

 

◇中西 哲彦 （Tets Nakanishi） 

日本福祉大学国際福祉開発学部准教授、アルファ英語会顧問、NPO 愛知善意ガイドネット

ワーク理事。 

愛知教育大学出身。三重県立高校、大手英語学校を経て、現在、小学生～社会人まで幅広い

層を対象に英語を指導している。英検セミナー派遣講師として各地の特別授業や英語教育セ

ミナーにて活躍。2007 年度まで、5 年間にわたって三重県英語教員集中研修講師も務めた。 

 

◇エドワード・スクラグス （Edward Scruggs） 

テネシー出身。比較文学の分野で博士号、音楽の分野で修士号。 

翻訳、英語教授に大活躍し、現在、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部准教授を務

めるほかアルファ英語会（津市）アドバイザーとしても活躍中。 

 

 


