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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 9 回 More or less, things get clear by Comparison  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 9 “More or less, things get clear by Comparison” 

 

さて、今回のタイトル “More or less, things get clear by Comparison” は「比較を使うと多

少なりとも物事がわかりやすくなる」という意味です。私たちは普段、あまり意識せずに人や

物事を比較したり、あえて比較を使うことで違いを明らかにしたりしていますね。これは当然、

英語でも同じです。今回は様々な形で比較表現を使いながら、その便利さを実感して、表現の

バリエーションを増やすようにしましょう。 

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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■導入の対話 

 

G: どうしたんだい、フトシ。疲れきってるようだね。  

F: ああ、疲れきってるよ。 今朝、起きるのがとても遅くなってしまってさ、それで駅まで走ら

なきゃならなくて、 乗り換えでも走って、それにここで君に会うのに遅れないように、また

駅からこのスタジオまで走ってきたってわけなんだ、ふう。   

G: ハハハ、もっと早く起きてればそんなにずっと走らなくてもよかったのにねぇ。  

F: ああ、でも「言うは易し行うは難し」だよ。朝早く起きるのは僕にとっては一番難しい問題の

一つなんだ。目覚まし時計が鳴るとすぐに止めてしまって、また寝ちゃうんだよ。  

G: それはよくないね。君が持ってるのはどういうタイプの目覚まし時計なのかな。  

F: 上にベルが二つ付いているまったく普通のやつだよ。 

G: それは時代遅れな感じだな。そいつはできるだけすぐに捨てちゃって、代わりにアラーミィを

手に入れるべきだね。 

F: 何だって？ ア、アラーミィ？  

G: そう、アラーミィ。スマホ向けの一番人気のある目覚まし用アプリの一つだよ。今なら 2 ドル

以下で買えるんだ。他の数ある目覚まし時計よりも役に立つよ。なぜなら、アラームを止める

のが他のものよりずっと難しいからね。アラームを止めるには、前日の夜に選んでおいたのと

ほとんど同じ写真を撮らなきゃならないんだ。例えば、朝食の食卓とかトイレとか。つまり、

ベッドから出てバスルームへ行って、そしてアラーミィを止めるためにトイレの写真を撮らな

きゃいけないってことさ。   

F: それはすごいね。それに、ほとんどの人たちにはとても役に立つかもしれないね。でも、僕に

は…役に立たないだけじゃなく、危険なことになるんじゃないかって思うんだ。.  

G: 危険？ どうして？ 

F: というのは、もし、僕が間違って君の職場のトイレの写真を選んだら、また君のオフィスまで

走っていかなきゃならないだろ。 

G: フトシ、君はいつも他人のトイレの写真を取る趣味があるって言うこと？ 何だか話がちょっ

と変な方に向いちゃってるぞ。そろそろ今日のエクササイズを始めたほうがよさそうだ。  

F: まあ、そうだね…  それでは… 

G/F: 始めよう! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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。 

 

対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年度第 3回 準 2級第 13 問】 

 

女性：ハイ、トム！  シルバータウンへようこそ。バスの旅はどうだった？ 

男性：本当に長かったよ。想定より 2時間も長く掛かったからね。山間に雪がたくさん降った 

せいで、運転手さんはバスをゆっくり走らせなきゃならなかったんだ。 

女性：あら、でも少なくとも安全にここまで着いたのよね。 

男性：ああ、でも次に来るときは列車を使うよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：トムは次にシルバータウンに行くのに恐らくどちらを使うでしょう。バスですか、それ

とも列車ですか。そして、その理由は何ですか。 

 

 

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. ～することになっている  be supposed to 

2. 山脈     the mountains 

3. 少なくとも    at least 

4. 安全に    safely 

 

 

それでは、少し答え方についてヒントを出しましょう。Tom は今回、バスで Silvertown に

行ったようですが、最後に “Next time I’ll take the train, though.” と言っているのが聞き取れ

ましたか。なぜ、こう言っているのかについて、「比較」という観点に注意しながらもう一度聞

いてみましょう。答えに比較表現を使うときっと上手くいくはずです。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年度第 3回 準 2級第 13 問】 

 

女性：ハイ、トム！  シルバータウンへようこそ。バスの旅はどうだった？ 

男性：本当に長かったよ。想定より 2時間も長く掛かったからね。山間に雪がたくさん降った 

せいで、運転手さんはバスをゆっくり走らせなきゃならなかったんだ。I 

女性：あら、でも少なくとも安全にここまで着いたのよね。 

男性：ああ、でも次に来るときは列車を使うよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：トムは次にシルバータウンに行くのに恐らくどちらを使うでしょう。バスですか、それ

とも列車ですか。そして、その理由は何ですか。 

 

 

■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。 

 

He will probably use the train because it may take less time than using the bus.  

 バスを使うよりも時間が掛からないかもしれないので、彼は恐らく列車を使うでしょう。 

   Or または 

He will probably use the train because the bus ride took twice as long as it was supposed to. 

  バスでの移動は想定よりも 2 倍の時間が掛かったので、彼は恐らく列車を使うでしょう。 

   

 

 では少し確認しましょう。Tom が次に the train を使うことは明らかですが、その理由について

も答えなければなりません。初めのモデルアンサーでは、未来で使うであろう the train を中心

にして the bus との比較をしていますね。 それで、“He will probably use the train because it 

may take less time than using the bus.” となるわけです。これに対して後のモデルアンサーで

は、実際に使ったバスと想定していた所要時間とを比較しています。ですから、 “He will probably 

use the train because the bus ride took two hours longer than it was supposed to.” となります

ね。 

 

 

 

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一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。 
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英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年第 1回 2 級第 21 問】 

  皆さん、聞いてください。皆さんが EPS コンピューターズ社でのプレゼンテーションを準備

するのに忙しいのは承知していますが、私はちょうど今しがた先方のポール・ニクソン社長か

ら電話を受けました。彼は我々が予定していた日よりも 2 日早くプレゼンテーションを実施し

て欲しいとのことです。それはつまり、皆さんは水曜日までではなく、月曜日までには準備を

整えていなければならないということです。もしも月曜日までにすべてを終えることができな

ければ、私に伝えてください。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：この話し手はスタッフのメンバーらにどうして欲しいのですか。 

 

 

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. ～するのに忙しい   be busy ～ing 

2. ～の準備をする   get ready for ～ 

3. ～を予想する、期待する  expect ～ 

 

 

実際のビジネスではよくありそうな話ですね。この speaker は EPS Computers という会社の

president から電話があって、準備中のプレゼンテーションを予定より早めなければならないとス

タッフに伝えているところのようです。こうしたお得意様の無理難題を自分の部下に伝える立場

になって、自分なら何を強調したいかを考えながら、ここでも是非、比較表現を使って答えてみ

るようにしてください。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 1回 2 級第 21 問】 

  皆さん、聞いてください。皆さんが EPS コンピューターズ社でのプレゼンテーションを準備

するのに忙しいのは承知していますが、私はちょうど今しがた先方のポール・ニクソン社長か

ら電話を受けました。彼は我々が予定していた日よりも 2 日早くプレゼンテーションを実施し

て欲しいとのことです。それはつまり、皆さんは水曜日までではなく、月曜日までには準備を

整えていなければならないということです。もしも月曜日までにすべてを終えることができな

ければ、私に伝えてください。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：この話し手はスタッフのメンバーらにどうして欲しいのですか。 
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■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：この話し手はスタッフのメンバーらにどうして欲しいのですか。 

 

He wants them to be ready for the presentation by Monday, not Wednesday. 

 （彼は彼らに）水曜日ではなく、月曜日までにプレゼンテーションの準備を整えて欲しい。 

              Or または 

He wants them to finish getting ready for the presentation two days earlier than they  

expected. 

 （彼は彼らに）予定よりも 2 日早くプレゼンテーションの準備を終えて欲しい。 

 

 

  さあ、どうでしたか。映画などでもよくありそうなシーンかもしれませんね。初めのモデルア

ンサーで強調しているのは “have to be ready” と “by Monday, not Wednesday” 、後のモデル

アンサーでは “have to finish” と “two days earlier” が強調されていますね。このように強調し

たい点を強く意識しながら話す練習をしていくと、後は自然に言葉が出てくるようになります。

ですから、この後の repetition drill と shadowing drill では、皆さんもこの speaker になりきっ

て、いかにも自分が言いたいことを言っているような感覚で練習してみてください。私もキング

牧師やケネディ大統領などの有名なスピーチを、完全になりきってよく練習したものです。こう

した練習は「英語ができる人」になるのに必ず役に立ちますよ。 

 

F: 英語を上手く話せるようになるのに最も効果的な方法の一つは、英語のドラマ（演劇）で登場

人物として演技することだと思います。ゲーリー、僕らはこれをリスナーの皆さんに勧めるべき

だと思わない？  

 

G: 間違いなくその通り。そのやり方は皆さんの英語を上達させるのにとてもよい方法ですし、私

はそれを大いにお勧めします。このやり方（考え方）は登場人物のせりふのすべてを暗記するだ

けではなく、その人物の内面、つまり、その人物が置かれた状況だけではなく、生い立ち、人間

関係、動機、感情などを、プロの役者がそうするように理解し、探求し、そして掘り下げること

にもなるのです。もしあなたがあたかも自分がその人物であるかのようにせりふを話せば、あな

たの脳はそのせりふをあなた自身のものとして認識し、それらをあなたの語彙、つまりワードス

トックの中に蓄積するのです。これは効果的ですし、しかも私は楽しい英語の上達方法だと思い

ます。プロの役者になりきってみたらどうでしょう！    
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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。  

 

Attention, everyone. // 

I know you’re all busy / 

getting ready for our presentation at EPS Computers, / 

but I just received a telephone call from its company president, Paul Nixon. // 

He wants us to give the presentation / 

two days earlier than we expected. // 

That means / 

you have to be ready by Monday, not Wednesday. // 

If you can’t finish everything by Monday, / 

please talk to me. // 

 

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。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 

 

(G → F) 

Attention, everyone. // 

I know you’re all busy / 

getting ready for our presentation at EPS Computers, / 

but I just received a telephone call from its company president, Paul Nixon. // 

He wants us to give the presentation / 

two days earlier than we expected. // 

That means / 
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you have to be ready by Monday, not Wednesday. // 

If you can’t finish everything by Monday, / 

please talk to me. // 

 

 

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。 

 

3) シャドーイング練習 2 

While listening, shadow each part. 

Ready?  Let’s begin. 

 

Attention, everyone. // 

I know you’re all busy / 

getting ready for our presentation at EPS Computers, / 

but I just received a telephone call from its company president, Paul Nixon. // 

He wants us to give the presentation / 

two days earlier than we expected. // 

That means / 

you have to be ready by Monday, not Wednesday. // 

If you can’t finish everything by Monday, / 

please talk to me. // 

 

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。 

 

Attention, everyone. // 

I know you’re all busy getting ready for our presentation at EPS Computers, / 

but I just received a telephone call from its company president, Paul Nixon. // 
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He wants us to give the presentation two days earlier than we expected. // 

That means you have to be ready by Monday, not Wednesday. // 

If you can’t finish everything by Monday, please talk to me. // 

 

 

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 1回 2 級 第 22 問】 

昔、旅行者は自分で旅行の計画を立てなければなりませんでした。しかし、1841年、トーマ

ス・クックというイギリス人がある列車旅行を企画し、それに参加する人々にお金を支払って

もらうことを考えました。彼は列車の乗車券と食事を含むパッケージツアーを提供したのです。

後に、彼は旅行代理店を始め、そして成功しました。それは世界で最初の旅行代理店だったと

多くの人びとが言っています。 

 

さて、これからゲーリーがこの文について幾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、トーマス・クックという名前のイギリス人は最初にパッケージツアーを提

供した人物で、旅行業で大成功を収めたとのことです。少し考えて欲しいことを紹介しましょ

う。トーマス・クックは「トラベラーズチェック（旅行者用小切手）」を作り出した最初の人物

でもあるのです。トラベラーズチェックはその持ち主自身のサインがないと使用できないため、

旅行者にとってはより安全なわけです。 これはトーマス・クックが成功を収めることができた

最大の要因の一つだったのです。実際、たったの約 20 年前ほどまでは、大抵の海外旅行者はト

ラベラーズチェックを使っていました。しかし、今日では使う人はほとんどいません。その代

わり、大半の旅行者はクレジットカードを使っています。 

それでは、皆さんに質問をします。あなたは買い物をするのに、現金、小切手、クレジット

カードのどれを使いたいですか。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。 

 

私はクレジットカードを使う方がいいと思っています。その理由の一つは、他の二つに比べてク

レジットカードはずっと持ち運びしやすいということです。現金と小切手は、お金をより多く使

い、より多くの店で使わなければならなくなると、両方とも分厚くなってしまいます。しかし、
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クレジットカードの大きさ（厚さ）は変わりませんし、クレジットカードは特にオンラインで何

かを買うときなどは断然一番便利です。海外からでさえ、商品をすぐに買うために、あなたはウ

ェブサイトに必要な情報を入力するだけでいいのです。もちろん、私は、クレジットカードの使

用者は月々いくらお金を使うかについて意識が低くなりがちで、クレジットカードを持たない人

よりもモノを多く買いがちだと示す報告があることは知っています。しかし、それはクレジット

カードの問題ではなく、個々人の自制心の問題です。従って結局のところ、私にとってはクレジ

ットカードの方がより便利ですし、私はクレジットカードを使う方を好みます。 

 

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、トーマス・クックがパッケージツアーを開発した最初の人物であること、

そして旅行代理店で大成功したという passage の内容を要約した上で、実はトーマス・クック

はトラベラーズチェックという海外旅行の際に大変便利な言わば「海外旅行用の小切手」を開

発した人物であること、実はこれが彼の旅行業での大成功の大きな要因の一つだったことを説

明してくれました。海外旅行にどっさり現金を持っていくのは危険ですからね。ところが、つ

い 20 年ほど前までは主流だったトラベラーズチェックも、あっという間にクレジットカードに

とって代わられたことを紹介して、皆さんは現金と小切手とクレジットカードのどれが一番使

いやすいかという質問をしました。 

これに対して私は、 クレジットカードの優位性を大きく二つ挙げた上で、欠点として指摘さ

れている部分にも触れながら、「確かに～だけれども、問題なのは○○ではなく☓☓だ」という

「譲歩＋主張」を使って、主張を補強したのがわかりましたか。これはこのシリーズの第 3 回

でも詳しく説明しているので、今回のスクリプトだけでなく、第 3 回のスクリプトも是非、英

検のウェブサイトから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。 

 

私はクレジットカードを使う方がいいと思っています。その理由の一つは、他の二つに比べてク

レジットカードはずっと持ち運びしやすいということです。現金と小切手は、お金をより多く使

い、より多くの店で使わなければならなくなると、両方とも分厚くなってしまいます。しかし、

クレジットカードの大きさ（厚さ）は変わりませんし、クレジットカードは特にオンラインで何

かを買うときなどは断然一番便利です。海外からでさえ、商品をすぐに買うために、あなたはウ

ェブサイトに必要な情報を入力するだけでいいのです。もちろん、私は、クレジットカードの使

用者は月々いくらお金を使うかについて意識が低くなりがちで、クレジットカードを持たない人

よりもモノを多く買いがちだと示す報告があることは知っています。しかし、それはクレジット

カードの問題ではなく、個々人の自制心の問題です。従って結局のところ、私にとってはクレジ

ットカードの方がより便利ですし、私はクレジットカードを使う方を好みます。 
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■結びの対話 

G: フトシ、僕は、我々が想像し得たよりもずっと進歩した便利な世界に住んでいることはすごい

ことだと思うんだ。例えば、約 15 年前、前世紀末の頃に想像し得た以上の世界に。君もそう思

わないかい。  

F: うん、僕もそう思うよ。当時、あるいは 10 年前でさえ、僕は我々が家でパソコンを使いなが

らほとんど何でも買えるようになるとは想像もしなかったよ。ましてや、通勤電車の中からス

マホでなんてもっと考えられなかったよ。   

G: ああ、そうだね。現代社会は進歩の速度がはやいよ。クレジットカードでさえ、今でこそ僕ら

はとても便利だと思っているけど、いつ何時新しいものにとって変わられることだってあり得

るからね。ちょうど目覚まし時計のようにね。開発された当時、人々は目覚まし時計を同じよ

うに革新的だと思ったかもしれないけれど、今やもっと革新的なスマホのアプリにとって代わ

られようとしているわけだから。  

F: ふーむ、僕も同感だよ。ところで、スマホのアプリと言えば、君は僕もアラーミィを試してみ

るべきだと思うかい。 

G: もちろんだよ。ベッドから出るのに普通の目覚まし時計よりも効果的だとされているしね。試

してみたらどうだい。    

F: よし、試してみようかな。  

G: それなら、今すぐにダウンロードできるよ。  

F: いい考えだね。じゃあ、僕もさっそく明日の朝にはアラーミィを使えるってわけだ！ 

G: その通り！ ただし、ここを出る前にこのスタジオのトイレの写真を撮り忘れないようにね。 

F: まったく、ゲーリー、キツいジョークをかましてくれるねぇ… 

 

 

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 9 回目のタイトルは “More or less, things get clear by Comparison” とや

や、強引に「比較」を意識し過ぎたタイトルだったかもしれませんね。ただし、私たちは実際に

様々な場面で「比較」を使っていることも今回のレッスンでわかってもらえたはずです。皆さん

も「英語ができる人」を目指して、是非、様々な比較表現を使いながら表現の幅を広げたり、説

得力を増したりするようしっかり練習してくださいね。 

 

Well, then… 

See you next time! 

 

 


