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Listen and Speak!  らくらく英検２級 

    ～ 英語ができる人になる ～ 

 

第 8 回 Cooperation & Competition  日本語訳  

 

  

 ＊ はじめに ＊ 

 

この番組は英検でおなじみの、日本英語検定協会がお送りする、すべての『英語ができる人』

になりたい人たちのための番組です。これから英検２級や準２級を目指す人はもちろん、さら

にその上を目指して、本当に『英語ができる人』になりたいというあなたにとって必ず役にた

ちますよ。後半はちょっと難しかったり、大変だったりするかもしれませんが、私、伊藤太と

頼れるパートナーの Gary Scott Fine がしっかり『英語ができる人』になりたいあなたをサポ

ートします。 

 

  Yes, this program will not only help you succeed on Eiken Tests, but it will also help you 

improve your English ability, especially listening and speaking. However, the real aim of 

this program is to help you learn more than English itself. 

 

We are not just interested in whether you can use English, but in what you can do with 

English. 

 

 

 

 

 

Program Number 8 “Cooperation & Competition” 

 

さて、今回のタイトル “Cooperation & Competition” は「協力と競争」という意味です。仲

間や他者と協力し合うことも、逆に “rivalry” ライバル心を持って “compete” 競い合うことも、

どちらも社会的にも歴史的にも重要な意味があると言えるかもしれません。この一見すると正

反対のように思える “cooperation” と “competition” を英語で考えていこう、というのが今回

のテーマです。 

それでは、この後のヒントになるかもしれないので、まずはゲーリーと私の会話を聞いてく

ださい。 
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■Introduction（導入の対話） 

 

G: やあ、フトシ。ソチのフィギュアスケート見た？ 

F: ああ、見たよ。浅田真央の最後の演技には本当に感動したよ。彼女の気持ちが伝わって泣かず

にはいられなかったな。でも、彼女のライバルのキム・ヨナにも同情したよ。残念なことにロ

シア寄りのルールのせいで優勝できなかったからね。残念だよ、でしょ。 

G: ああ、残念だね。だけど、彼女の演技はとても素晴らしかったから多くの人々はやっぱり彼女

が最高のスケート選手だと信じているよね。  

F: 同感だよ。彼女は自分の強さを示してくれた。   

G: オリンピックの前のあるインタビューで、キムはライバル浅田について聞かれてこう言ったん

だ、「彼女は私をより強くしてくれました」ってね。僕はキムはとても強い競争心というかラ

イバル心を持っていると思うし、これが彼女の強さの源だと思うんだ。  

F: うーむ、それは彼女がずっと氷上の「女王」で居続けられる理由の一つかもしれないね。 

G: ところで、君が家庭の女王と上手くやっていく秘訣は何だい。君は王様のように振る舞ってる

のかな。 

F: 冗談だろ。僕は奴隷だよ。いつも彼女に従って、毎日お皿を全部洗ってさ、そして彼女が作っ

たすべてのルールを守ってるんだ。 

G: フトシ、君はどうして自分の家庭の中で奴隷として生きることを選ぶんだい。 

F: 一つアドバイスをあげようか、ゲーリー。協力は夫婦が上手くやっていくために最も重要なこ

となんだ。そして、女王にとって最良の協力関係というのは女王と奴隷の関係であって、女王

と王様の関係ではないということだよ。  

G: なるほど、それがどうして上手く行くのか理解できたよ。それに、君が家庭では奴隷になるこ

とで君の奥さんと協力しているんだから、君と僕はこのスタジオで相棒であり同等の立場で互

いに協力できるなんてうれしいよ。じゃあ、始める準備はいいかい。  

F: 了解。 

G: さあ、今日のエクササイズを始めようか。 

F: よし！ それでは… 

G/F: 始めよう！ 

 

 

１ Exercise 1  dialogue （対話） 

 

  これから流れる男女の対話を聞いて、後の問いに答えてください。これから流れる対話は過去

の英検に出題されたリスニング問題の一つです。実際の問題は、対話を聞いてから適当な選択

肢を選ぶ形式ですが、ここではちょっと頑張って、ゲーリーの質問に自分の言葉を使って英語

で答えてみるようにしてください。いいですか、もう一度言いますよ。対話を聞いた後、ゲー

リーの質問に自分の言葉で答えてくださいね。二次試験の面接対策にもなりますし、とても役

に立ちますよ。それでは、始めます。 
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対話を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年度第 1回 準 2級第 17 問】 

男性：はい、もしもし。 

女性：こんにちは、ジョーンズさん。ベスの野球のコーチをしているものです。次の試合は観

戦に来られますか。   

男性：もちろんです、ウッズコーチ。行くつもりでいましたよ。  何かお手伝いできることはあ

りませんか。 

女性：試合前にフィールドを掃除するお手伝いをしていただける親御さんが何人か必要なんで

す。  お手伝いしていただけないでしょうか。 

男性：大丈夫です。昨年一度やったことがありますし。では、明日お会いしましょう。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問 1：この女性は男性に何をするよう頼みましたか。 

質問2：この男性はどうして女性に対して以前掃除を手伝ったことがあると伝えたのでしょう。 

 

 

それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 

 

■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音してください。 

 

1. 何かお手伝いしましょうか。  What can I do for you? 

2. 掃除を手伝う    help clean up 

3. ～していただけないでしょうか。 I was wondering if you could ～. 

 

それでは、少し答え方についてヒントを出しましょう。Beth という女の子が所属する

baseball team のコーチをしている女性が、電話で Beth の父親に何か頼み事をしていますね。

Question 1 は、その事についてそのまま答えれば大丈夫です。Question 2 は “Why did the man 

tell the woman that he had helped clean up before? と、「なぜその男性は女性に対して以前掃

除を手伝ったことがあると伝えたのか」という内容の質問です。女性が “I was wondering if 

you could help.” と遠慮がちに頼み事をしていることを考えれば、男性が相手を思いやって発

言していることが分かりますね。それでは、この点に注意してもう一度聞いてみましょう。 

 

対話を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年度第 1回 準 2級第 17 問】 

男性：はい、もしもし。 

女性：こんにちは、ジョーンズさん。ベスの野球のコーチをしているものです。次の試合は観

戦に来られますか。   

男性：もちろんです、ウッズコーチ。行くつもりでいましたよ。  何かお手伝いできることはあ

りませんか。 
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女性：試合前に野球場を掃除するお手伝いをしていただける親御さんが何人か必要なんです。 

お手伝いしていただけないでしょうか。 

男性：大丈夫です。昨年一度やったことがありますし。では、明日お会いしましょう。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問 1：この女性は男性に何をするよう頼みましたか。 

質問2：この男性はどうして女性に対して以前掃除を手伝ったことがあると伝えたのでしょう。 

 

 

■模範解答 

 模範解答を聞いて、大事な点を考え、自分の答えと比較してください。 

 

模範解答 

 

問１ 

She asked him to help clean up the field before the game.  

  彼女は彼に試合前に野球場の掃除を手伝うよう頼んだ。 

 

問２  

Because he didn’t want her to feel uncomfortable about making the request.  

 彼は彼女に頼み事をすることについて気まずい思いをさせたくなかったから。 

   Or または 

In order to reassure her by showing that he was willing to cooperate. 

  自分が喜んで協力するつもりだと示すことで彼女を安心させるため。 

 

 

では少し確認しましょう。Question1 の模範解答は、 “She asked him to help clean up the field 

before the game.” と、 “ask 人 to 不定詞 ～” それから、 “help 原形不定詞” が組み合わされ

た表現になっていますね。これは大変よく使う形なので、すらすら上手く言えるように、是非練

習してください。Question 2 は、女性からの依頼を承諾する際に男性が “No problem. I did that 

once last year.” と答えた理由をたずねていますね。 やはり人に何かを頼むのは気が引けるもの

です。男性はそれを察してとても自然な形で相手への理解と協力の意思を示していることが分か

りましたか。女性の “I was wondering if you could help.” の “was” と “could” という “past 

tense”過去形が “politeness” 丁寧さを示していますね。これはこのシリーズ第２回の “Past 

Tense & Politeness” を是非参考にしてください。それから、男性の “What can I do for you?” や

女性の “I was wondering if you could ～.” は実際の会話でも大変よく使われる表現です。この

ように、相手への配慮を表すことは言語を問わず、その人の「会話力」を表すことにもなります

から、これらの表現を自然に使えるようにしましょう。 
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２ Exercise 2  passage （文章） 

 

このエクササイズでは、短い文章が読まれた後にゲーリーが１つ質問をしますので、自分が

思ったことを自由に答えてください。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対して

まっすぐ答えてくださいね。 

 

英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年第 3回 2 級第 21 問】 

  ホラー小説の「フランケンシュタイン」はマリー・シェリーという名前の女性によって書か

れました。彼女が 19 歳のとき、彼女とその他数人の物書きが自分たちの中で誰が最も恐ろしい

短編小説を書けるかを確かめるために小さなコンテストをすることを決めました。マリー・シ

ェリーの短編は大変素晴らしかったので、他の物書きの人たちは彼女にそれを小説にするよう

勧めたのです。彼女はそうしました。そして、「フランケンシュタイン」は世界で最も有名な本

の一つになったのです。   

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：マリーと他の物書きとの間の競争の目的は何でしたか。 

 

 

さあ、きちんと聞き取れましたか。それでは、少し語彙と英文の表現を確認しましょう。 

 

■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音してください。 

 

1. 恐ろしい    scary 

2. 最も恐ろしい    scariest 

3. 提案する、勧める   suggest 

4. A を B にする、変える   turn A into B 

 

おなじみの「フランケンシュタイン」が生まれたきっかけは意外なものでしたね。ただし、質

問自体はさほど難しくありません。Mary Shelley という当時 19 歳の女性とその他数人の writers

が “had a small contest” つまり、ちょっとしたコンテストを行ったわけですが、 “What was the 

purpose ～?” その目的は何だったのかという質問ですね。答え方と文法に気を付けながら、焦ら

ず確実に答えるようにしましょう。それでは、この点に注意して、もう一度聞いてください。 

 

英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年第 3回 2 級第 21 問】 

  ホラー小説の「フランケンシュタイン」はマリー・シェリーという名前の女性によって書か

れました。彼女が 19 歳のとき、彼女とその他数人の物書きが自分たちの中で誰が最も恐ろしい

短編小説を書けるかを確かめるために小さなコンテストをすることを決めました。マリー・シ
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ェリーの短編は大変素晴らしかったので、他の物書きの人たちは彼女にそれを小説にするよう

勧めたのです。彼女はそうしました。そして、「フランケンシュタイン」は世界で最も有名な本

の１つになったのです。   

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：マリーと他の物書きとの間の競争の目的は何でしたか。 

 

■模範解答 

模範解答を聞いて、自分の答えと比べてください。 

 

質問：マリーと他の物書きとの間の競争の目的は何でしたか。 

 

模範解答 

It was to see which of them could write the scariest short story. 

その目的は彼らの中で誰が最も恐ろしい短編小説が書けるかを確かめることでした。 

              Or または 

It was to determine who among them could write the scariest short story. 

その目的は彼らの中で誰が最も恐ろしい短編小説が書けるかを決めることでした。 

 

  さあ、どうでしたか。このエピソードは competition 競争のプラスの側面を表していますね。

それでは、ここで、インドネシア出身の作家、Toba Beta の言葉を紹介しましょう。 “I make us 

better by competing with you.” ポジティブで力強い言葉ですね。しかし、何事もコインの裏表の

ようにプラスとマイナスがあります。つまるところ、 “What is important is the balance between 

cooperation and competition.” ということになるかもしれませんね。 

 

そうです。私は競争と協力の両方とも人生にとって必要かつ不可欠だと思います。多くの人々が

競争と協力について多くの興味深いことを言っています。それでは、皆さんがこれらのいくつか

を読むことができ、貴重な考え方や役立つ英語フレーズを見つけることができるウェブサイトを

紹介しましょう。 そのサイトは www.goodreads.com.です。英検のウェブサイトからこのポッド

キャストのスクリプトをダウンロードしてここにあるリンクをチェックすれば、あなたは競争と

協力に関する興味深い引用句が見つかりますよ。 

http://www.goodreads.com/quotes/tag/competition?page=1 

 

※読書家のための SNS 『Goodreads』 

Goodreadsは2006年12月に創業し2007年1月に公開したウェブサイト及び運営会社名である。

誰でも無料で他の利用者が追記した書籍情報や注釈、批評を閲覧できる。アカウントを作成する

ことで個人用ページに図書目録や読書リストを、公開ページとして推薦図書や議論のグループを

作成することができる。（『ウィキペディア（Wikipedia）』より） 
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■英文を使った反復練習 

さあ、ここからは、放送された英文について Repetition Drill を行います。repetition は反復

でしたね。ポーズの間にゲーリーの英語をできるだけそっくりに真似してみましょう。単語の

発音だけでなく、イントネーションや雰囲気も真似してくださいね。 

 

1) 反復練習 

それぞれにポーズの間に反復してください。何度も繰り返して練習してくださいね。そうすれば、

きっともっと上手くできるようになりますよ。 

準備はいいですか。それでは、始めます。  

 

The horror novel Frankenstein was written / 

by a woman named Mary Shelley. // 

When she was just 19 years old, / 

she and some other writers decided to have a small contest / 

to see which of them could write the scariest short story. // 

Mary Shelley’s story was so good / 

that the other writers suggested she turn it into a novel. // 

She did, and Frankenstein became one of the world’s most famous books. // 

 

 

どうでしたか。上手に真似ができると楽しいですね。さあ、次は「英語ができる人」は必ずと

言っていいほど練習するシャドウイングにいきます。私が実際、少しシャドウイングのお手本

を示しますね。ゲーリーの後に続いてシャドウイング、つまり、ゲーリーの言葉の影を追うよ

うな形で、聞きながらゲーリーの言葉を真似していきます。 

 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングしてください。 

 (G → F) 

The horror novel Frankenstein was written / 

by a woman named Mary Shelley. // 

When she was just 19 years old, / 

she and some other writers decided to have a small contest / 

to see which of them could write the scariest short story. // 

Mary Shelley’s story was so good / 

that the other writers suggested she turn it into a novel. // 

She did, and Frankenstein became one of the world’s most famous books. // 
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要領はつかめましたね。次は実際に自分で shadowing にチャレンジしてください。shadowing

は自分で speaking をするという負荷をかけながら listening をするので、筋トレと同じように「耳

トレ」になります。必ず listening の能力が向上しますので、できるまで何度でも繰り返してくだ

さい。 

聞く音声の方を大きくして、自分の声はあまり聞こえないようにすると一層効果が上がります

よ。 

 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングしてください。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 

 

The horror novel Frankenstein was written / 

by a woman named Mary Shelley. // 

When she was just 19 years old, / 

she and some other writers decided to have a small contest / 

to see which of them could write the scariest short story. // 

Mary Shelley’s story was so good / 

that the other writers suggested she turn it into a novel. // 

She did, and Frankenstein became one of the world’s most famous books. // 

 

 

どうですか。できるようになるとすごく楽しいし、やりがいがあるでしょう。次はセンテン

スの途中に区切りはありませんよ。各センテンスの間も短いですから、一気にパッセージ全体

をシャドウイングできるように頑張ってくださいね。できたらとても達成感が得られますよ。 

 

 

3) シャドーイング練習 2 

センテンスの全体を最初から最後までシャドーイングしてください。何度も練習してくださいね。

きっと達成感が味わえるはずです。 

準備はいいですか。それでは始めます。 

 

The horror novel Frankenstein was written by a woman named Mary Shelley. // 

When she was just 19 years old, she and some other writers decided to have a small contest to 

see which of them could write the scariest short story. // 

Mary Shelley’s story was so good that the other writers suggested she turn it into a novel. // 

She did, and Frankenstein became one of the world’s most famous books. // 
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３ Challenge  passage & opinion （文と意見） 

 

さて、いよいよ最後のエクササイズ、チャレンジのコーナーです。ここからは一気に英語だけ

で進めて行きますから、しっかり集中してくださいね。 

 

次の英文を聞いて、ゲーリーの質問に答えてください。【2013 年第 3回 2 級 第 22 問】 

 

ステファニーが住んでいる町は色鮮やかなヨットで有名です。毎年お祭りが開催され、湖上で

のヨットレースが行われます。ステファニーは何度もレース観戦に行ったことがありますが、

今年はある友人が彼女に彼のヨットの乗組員に加わるよう依頼しました。ステファニーはセー

リングの知識がまったくありませんが、友人は彼女が知る必要のあることはすべて自分が教え

ると言っています。 

 

さて、これからゲーリーがこの文についていくつか重要な点を挙げ、そして質問をします。その

質問に答えてください。できるだけ上手く自分の意見を表現できるようにしてください。 

 

この文によれば、ステファニーという名前の女性は、セーリングについては何も知らないも

のの、ヨットレースに参加するよう求められました。セーリングについてどれだけ知識がなか

ろうと、一旦依頼を受け入れれば、彼女は他のチームと競争するだけでなく同じチームの他の

メンバーと協力しなければなりません。また、チーム内でも競争、言い換えれば、同じチーム

の他のメンバーとのライバル関係もあるかもしれません。これはチームスポーツだけでなく、

職場や社会でもごく当たり前のことです。 

それでは、皆さんに質問をします。あなたにとって競争と協力のどちらの方がより重要です

か。あなたの答えを説明してください。 

 

 

■模範解答 

さあ、フトシの言うことに耳を傾けてみましょう。彼が模範解答を提示します。よく聞いて自分

の答えと比べてください。 

 

私にとっては協力の方が重要だと思います。もちろん、競争やライバル心のおかげで自分のモチ

ベーションが上がったり自分がより強くなったりすることがあるのは理解しています。しかしな

がら、競争やライバル心は単に刺激でしかなく、行動ではありません。一方、協力はそれ自体が

行動です。我々は実際にともに行動するということ、つまり、協力は共通の目標に向かった共同

の努力だということです。もしも大きな成功をもたらしたいのなら、ライバル心や競争だけでは

足りません。我々はともに行動し、個々人の努力をより大きな力に変え、共通の目標に向かって

前進しなければならないのです。それが協力というものです。だから、私にとっては協力の方が

重要なのです。 
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どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点は分かりましたか。オ

ーケー、それでは、彼がたった今言ったことを説明しますから、よく聞いてください。 

 

はい、ゲーリーは、ステファニーという女性が、 “sailing” つまり、セーリング、ヨットな

どで舟を操ること、について何も知らないのにもかかわらず、 “sailboat race” つまり、ヨット

レースに参加するよう友達から誘われたことを説明しました。その上で、ステファニーのセー

リングの知識がどれほど少ないとしても、一旦レースへの参加を決めれば、彼女は他のメンバ

ーと “cooperate” 協力しなければならない一方で、他のチームとは “compete” 競争しなけれ

ばならないことを指摘しました。そして、チームの中にあっても他のメンバーと競争すること

になるかもしれないし、そうしたことはチームスポーツだけに限られないとした上で、 “Which 

is more important to you, competition or cooperation?” という “good question” を提示して

くれました。 

これに対して私は、 “cooperation” を more important だとする根拠として、“competition” 

や “rivalry”はよい刺激になるかもしれないけれど、刺激でしかないこと、 “on the other hand” 

一方で “cooperation” はそれ自体がすでに行動であることを前回同様に「対比」という技術を

使って指摘しました。加えて、このシリーズの第３回、第４回、第５回で説明した、「もし～な

ら」と「仮説」を使って根拠を補強する方法を使ったのが分かりましたか。この辺りに注意し

てもう一度聞いてください。それから、どちらの方法も大変役に立つ方法ですから、是非、英

検のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして確認してくださいね。 

 

さあ、フトシの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見の表現方法に注目

してください。 

 

私にとっては協力の方が重要だと思います。もちろん、競争やライバル心のおかげで自分のモチ

ベーションが上がったり自分がより強くなったりすることがあるのは理解しています。しかしな

がら、競争やライバル心は単に刺激でしかなく、行動ではありません。一方、協力はそれ自体が

行動です。我々は実際にともに行動するということ、つまり、協力は共通の目標に向かった共同

の努力だということです。もしも大きな成功をもたらしたいのなら、ライバル心や競争だけでは

足りません。我々はともに行動し、個々人の努力をより大きな力に変え、共通の目標に向かって

前進しなければならないのです。それが協力というものです。だから、私にとっては協力の方が

重要なのです。 
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■Closing Dialogue（結びの対話） 

 

G: フトシ、僕は協力が競争と比べて本当により重要なのか分からないんだ。  

F: どうして分からないんだい。 

G: そうだな、一般に物事をスタートさせるのは協力ではなくて競争だよ。僕らの第２回のポッド

キャストのときの議論を覚えてるかい。 

F: ああ、覚えてるよ。８月の初旬だったね。スクリプトを作る過程で僕らは二人とも少し頑固で

熱い議論を戦わせたよね。  

G: ああ、実際、僕らは互いに相手を納得させるために競い合ったよね。僕がメールを送るやいな

や、君は信じられないくらい長い反論を凄い勢いで送り返してきたっけ。あれはいいスタート

なだけでなく、いい思い出になったよな。そうだろ。 

F: 確かに、本当にいい思い出だよ。 

G: 最初は互いをやっつけようとしたけれど、議論を通じて互いの意見が理解できるようになった

し、多くの点で合意点を見出すことによって僕らは互いの相違を上手く克服できた。そうして

僕らはチームとして共通の目標に辿り着いたんだ！  

F: ああ、あれは本当に素晴らしい経験だったよ。言わば、協調的競争を通じて僕らはいいチーム

になったと信じているよ。 

G: まったく同感だよ、フトシ。あれは確かに真の協力というものだった。 

F: とういことは、いずれにせよ、君も競争やライバル心よりも協力が重要だと同意するってこと

だね。 

G: いや、そんなことは言ってないよ。ライバル心は協力と同じくらい重要だよ。 

F: えーっ、マジで… 

G: じゃあ、また熱い議論でも戦わそうか？ 

 

 

 

さあ、今回のレッスンはどうでしたか。後半は少し難しかったかもしれませんね。是非、英検

のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして復習してください。それから何度も聞き直し

て、自分でも話せるように練習してみてくださいね。Repetition や Shadowing だけでなく、

話す内容の構成を組み立てること、そして相手に伝えること、こうしたトレーニングを続ければ、

あなたも必ず「英語ができる人」になります。 

ところで今回、第 8 回目のタイトルは “Cooperation & Competition” でした。実際にはどち

らも大切な要素ですが、本当に大事なのはそのバランスなのかもしれませんね。とは言え、debate

は「英語ができる人」になる近道の一つです。皆さんもどちらが more important かを英語で

debate してみてはどうでしょう。 

 

Well, then… 

See you next time! 


