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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 10 回 What is your state of mind?  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 10 “What is your state of mind?” 

 

さて、今回のタイトル “What is your state of mind?” の state of mind は心理状態という意

味です。実は私はビジネスコーチとして多くのビジネスパーソンが仕事でより成果を出すため

のサポートをしているのですが、その際、この state of mind をとても大事にしています。アン

ソニー・ロビンズという有名なビジネスコーチは、この state of mind 心の状態はほぼ次の三つ

で決まると言っています。一つは Physiology 姿勢や体勢、顔つき、もう一つは Language 言

葉や言葉使い、そして Focus 焦点の三つです。みなさんの Physiology, Language, Focus, そ

して state of mind はどうですか。前向きだといいですね。 

それでは、今の話を心に留めながら、まずはゲーリーと私の会話を聞いてください。 

 

 



2 
 

■Introduction（導入の対話） 

 

G: フトシ、ずっとすごく忙しいんじゃない？ ここ 2，3 週間はいつもよりメールの返事が遅いよ

ね。君は働き過ぎだよ！ 

F: そうだね。このところ仕事がめちゃくちゃ忙しくて。それに、今引き受けている仕事のほとん

どが本当に難しいんだよ。だけど、僕にとってとてもいいことだと思うんだ。  

G: 相変わらず前向きだなあ。  

F: 君にも同じこと言えるよ！ 君もずっとすごく忙しいじゃないか。事実、君は僕が今まで知り

合った中で一番忙しい人の一人だよ。  

G: 僕らは二人ともひどく忙しいよね。でも二人とも前向きで楽観的だね。ときどき不思議に思う

ことがあるんだよ、どうして人は仕事が過剰でも幸せでいられるのかってね。   

F: ふーむ、いい質問だね、ゲーリー。有名なビジネスコーチのアンソニー・ロビンズによれば、

我々の心理状態は次の三つのことで決まるそうだよ、姿勢、言葉、そして焦点。  

G: ふーむ、それはどういう意味なんだい？ 

F: もし君が下を向いて「ああなんてこった、今日は月曜日かあ…」って言ったとすれば、君は確

実にネガティブなことを考えて、君の心理状態はよくなくなるってことだよ。反対に、顏を上

げて、真っ直ぐ前を見て「よし！ 今日は月曜日だ！」って言えば、君は物事の肯定的な面を

見るようになって心理状態はすっきり晴れ上がるってわけさ。君は働き詰めで疲れてるときで

もいつも明るい笑顔でよい事を言うよね。僕はそれが秘訣だと思うんだよ。 

G: なるほど、君はいいコーチだね、フトシ。君のおかげで有名な言葉を思い出したよ。「悲観論

者はあらゆる機会の中に困難を見るが、楽観論者はあらゆる困難の中に機会を見出す。」  

F: うん、それはいい言葉だ。 

G: 誰が言ったか知ってる？  

F: ああ、僕だよ。君と初めて会った時に僕が言ったんだよ。 

G: ハハハ、とても愉快だよ。君じゃなくてウインストン・チャーチルだよ。さあて、僕はちょう

どいい機会を見つけたよ…レッスンを始めるのにね。  

F: 確かに。今日のエクササイズを始めよう。それでは… 

G/F: 始めよう! 
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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 1回 2 級第 14 問】 

男性：土曜日にショッピングモールに行くのは本当にいやだ。車を止める場所なんか一つもな

いじゃないか。家にいてフットボールの試合をテレビで見ていた方がよかったよ。 

女性：落ち着いて、あなた。車を動かしてれば止める所は見つかるわ。ほら、ちょうど目の間

の車が今出るところよ。 

男性：全く、ようやく見つかったよ。午前中ずっと車に乗って探しまわらなきゃならないかと

思ったよ。 

女性：ほら、見つかるって言ったでしょ。あなたはもっと我慢強くしなきゃだめよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問： 女性はなぜ男性にもっと我慢するよう言っているのですか。 

 

 

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. ショッピングモール   mall 

2. 撤退する、立ち去る、発車する  pull out 

3. ～の前に、～の前方で   ahead of ～ 

 

それでは、少し答え方についてヒントを出しましょう。カップルでショッピングモールに来た

ものの、どうやら男性の方は不機嫌になっているようですね。そんな男性に女性が “You just need 

to be more patient.” とたしなめています。ここでは、主語や時制などに気を付けるというよりも、

あなた自身がこの状況、特に男性の態度をどう思うかを率直に答えてみるのがいいかもしれませ

んね。それでは、その辺りに注意しながらもう一度聞いてみましょう。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年度第 1回 2 級第 14 問】 

男性：土曜日にショッピングモールに行くのは本当にいやだ。車を止める場所なんか一つもな

いじゃないか。家にいてフットボールの試合をテレビで見ていた方がよかったよ。 

女性：落ち着いて、あなた。車を動かしてれば止める所は見つかるわ。ほら、ちょうど目の間

の車が今出るところよ。 

男性：全く、ようやく見つかったよ。午前中ずっと車に乗って探しまわらなきゃならないかと

思ったよ。 

女性：ほら、見つかるって言ったでしょ。あなたはもっと我慢強くしなきゃだめよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：女性はなぜ男性にもっと我慢するよう言っているのですか。 

 

 

■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。 

 

質問： 女性はなぜ男性にもっと我慢するよう言っているのですか。 

 

Because the man is so impatient about finding a parking spot. 

 男性は駐車する場所を探すのにとてもイライラしているから。 

  Or または 

Because he keeps complaining about something they cannot control. 

 彼は自分たちがどうしようもないことについて不平を言い続けているから。 

 

 

では少し確認しましょう。男性は最初から最後まで不平不満、後悔などのネガティブなことば

かり言っています。 I hate going to the mall on Saturdays. とか、 There are never any parking 

spots.  We should have stayed home and watched the football game. など、これでは、聞いて

いる方が嫌になってしまいます。それに比べて女性の方は大人ですね。Relax, honey. と上手く受

け流しながら、ちゃんと a place to park を見つけました。にもかかわらず男性はまだ I thought 

we’d have to drive around looking all morning. と、まあ大人げない。そんな人をあなたはどう

思いますか。 “so impatient ” 待つこともできないのかと、そして、 どうしようもないこと 

“something they cannot control” について、“keeps complaining”していると思いませんか。 

このように、自分の頭に浮かんでくる気持ちを自然に表現できる、というのも「英語ができる

人」になるポイントの一つです。是非、この女性の立場になって気持ちを込めながらモデルアン

サーを真似してみてください。 
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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。 

 

英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年第 3回 2 級第 28 問】 

 ソフィーは大学生です。彼女は心理学の授業を取っていてその学部のある教授の研究を手伝っ

ています。その教授は母親になったばかりの女性が感じるストレスを研究しており、ソフィー

はずっと幼児を持つ女性にインタビューをしています。彼女はどんなことがストレスになるか

について質問をしています。ソフィーは自分の仕事を楽しんでおり、その研究が将来幼児を持

つ母親らの助けになればと思っています。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問： あなたはその研究の目的は何だと思いますか。 

 

 

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. 心理学    psychology 

2. B のことで A を手伝う   help A with B 

3. 部門、学部、学科   department 

 

それでは、少し内容を確認しましょう。Sophie が a college student であること、そして、

psychology 心理学を専攻していること、教授の research を手伝っていることなどは割と簡単に

聞き取れたと思います。研究の内容、studying the stress felt by new mothers もその後の内容

もさほど難しくありませんね。ただし、Question には passage にない the purpose という言葉が

含まれています。つまり、「どんな研究をしているか」ではなく、「どんな目的」だと do you suppose

「思うか」と聞いているわけです。この passage 最後の and hopes ～ と今後の抱負を述べてい

る箇所がヒントになりそうですね。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 28 問】 

 ソフィーは大学生です。彼女は心理学の授業を取っていてその学部のある教授の研究を手伝っ

ています。その教授は母親になったばかりの女性が感じるストレスを研究しており、ソフィー

はずっと幼児を持つ女性にインタビューをしています。彼女はどんなことがストレスになるか
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について質問をしています。ソフィーは自分の仕事を楽しんでおり、その研究が将来幼児を持

つ母親らの助けになればと思っています。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：あなたはその研究の目的は何だと思いますか。 

 

 

■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： あなたはその研究の目的は何だと思いますか。 

 

I suppose that the purpose is to find out the factors that give stress to mothers with babies 

and to help them by making clear how to deal with it. 

 私は、その研究の目的は幼児を持つ母親にストレスを与える要因を解明することと、ストレス

への対処法を明らかにして母親らを助けることだ、と思います。 

 

  さあ、どうでしたか。to find out the factors that give stress to mothers with babies が目的の

一つであることはすぐにわかりますね。では、factors を find out するだけが目的なのでしょう

か。その本来の目的を do you suppose どう思うかと問われているわけです。そうすれば、当然、

help mothers することが本来の目的であることと、ストレスの原因だけではなくその対処法を明

らかにすることも help mothers に役立つことが suppose できるでしょう。このように、自分で

考えたり想像したりしながら相手と会話することも「英語ができる人」になるのに必ず役に立ち

ますよ。 

 

■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。  

 

 Sophie is a college student. // 

She is taking psychology classes / 

and also helping a professor in the department / 
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with his research. // 

The professor is studying the stress / 

felt by new mothers, / 

and Sophie has been interviewing women / 

who have young babies. // 

She asks them questions / 

about what things give them stress. // 

Sophie enjoys her work / 

and hopes that the research will help mothers / 

with babies in the future. // 

 

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) 

 Sophie is a college student. // 

She is taking psychology classes / 

and also helping a professor in the department / 

with his research. // 

The professor is studying the stress / 

felt by new mothers, / 

and Sophie has been interviewing women / 

who have young babies. // 

She asks them questions / 

about what things give them stress. // 

Sophie enjoys her work / 

and hopes that the research will help mothers / 

with babies in the future. //  

 

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。 
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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。 

 

 Sophie is a college student. // 

She is taking psychology classes / 

and also helping a professor in the department / 

with his research. // 

The professor is studying the stress / 

felt by new mothers, / 

and Sophie has been interviewing women / 

who have young babies. // 

She asks them questions / 

about what things give them stress. // 

Sophie enjoys her work / 

and hopes that the research will help mothers / 

with babies in the future. // 

 

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。 

 

 Sophie is a college student. // 

She is taking psychology classes and also helping a professor in the department with his 

research. // 

The professor is studying the stress felt by new mothers,and Sophie has been interviewing 

women who have young babies. // 

She asks them questions about what things give them stress. // 

Sophie enjoys her work and hopes that the research will help mothers with babies in the 

future. // 
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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 準 2 級 第 21 問】 

マシューは高校生です。そして彼が一番好きな科目はスペイン語です。彼は来年スペインの大

学に行きたいと思っています。それで、彼はスペイン語の先生に助言を求めました。彼女は、

彼は難しいスペイン語の試験に合格する必要があるだろう、と言いました。今、彼はその準備

をするために懸命に勉強しています。 

 

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。 

 

マシューという名前の高校生はスペインの大学で学ぶために難しいスペイン語のテストに合格

しようと懸命に勉強しています。私は、留学することもその準備のための努力をすることも両方

とも個々人が知性を磨き人間として成長するのにとても有益になり得る、と思います。 

2013 年に OECD がある調査を公表しました。その調査によれば、留学する学生の率で日本は

OECD 加盟国中、最下位から 2 番目です。この調査では日本人学生の「内向き志向」がその理由

かもしれないと報告されています。 

実は、アメリカ合衆国も「内向き志向」があるとしばしば批判されています。もう一つ、ハフ

ィントン・ポストというアメリカのオンラインニュースサイトによる報告を取り上げましょう。

この報告によれば、アメリカ人学生が留学中に学ぶ最も印象的な事柄は次のようになります。人

間は元々親切だということ、英語は本当にどこでも通じる言語だということ、アメリカ合衆国が

世界の中心ではないということ、そして留学中、学生が実際の勉強にかける時間は平均で 1 日 4

分だということ。(http://www.huffingtonpost.com/2013/12/23/study-abroad_n_4415080.html)  

それでは、質問をします。個々人だけではなく私たちの社会にとって留学の利益は何だとあな

たは思いますか。自分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。彼が模範解答を二つ提示します。短いものと

長いものです。よく聞いて自分の答えと比べてください。 

 

私は留学する利益は数多くあると思います。第一に、我々は自分自身をその場所で主に使われて

いるある特定の言語を話さざるを得ない状況に置くことで語学力を高めることができます。第二

に、異なる背景と異なる考え方を持つ人々に囲まれて他の文化の中で生活する個人的な経験を通

じて、私たちは、私たちを隔てる違いではなくむしろ私たちを結びつける共通の価値観を探求し、
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多様性を尊重し、開かれた精神を持つことができるようになります。さらに重要なことは、他の

文化に対するそうした肯定的姿勢を持つ人が増えれば増えるほど、そして世界中の人々間で共通

理解が広まれば広まるほど、この同じ惑星に住む私たち全市民が衝突する利害への心配が薄れ、

共通の利益を見つけることにより熱心になるかもしれないということです。前述のとおり、留学

の利益は本来個人的なことだけでなく、社会全体に広がるものです。だから私は後者の方がより

重要だと思います。 

 

どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点はわかりましたか。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、マシューという高校生がスペイン留学に向けて難しいスペイン語のテス

トへの準備をしているという passage の内容を確認した上で、二つの調査報告を紹介してくれ

ました。一つは OECD の調査で、日本は海外への留学生の数で OECD 加盟国中下から 2 番目

だということ、その原因の一つに日本人の「内向き志向」が考えられるというものでした。そ

れから、少し以外に思う人もいるかもしれませんが、実はアメリカもよくその「内向き志向」

を批判されることを加えたあと、アメリカの Huffington Post というオンライン・メディアの

ちょっとユニークな調査も説明してくれました。その上で、留学の利益はどんなものかを、個

人的側面と社会的側面から考えて答えるようにと問いかけましたね。 

これに対して私は、First, Second, と個人的側面から留学の利益に触れましたが、First, ～

では語学力が向上するという最もシンプルで internal な視点、次に Second, ～では他者・異な

る文化という自分の内側から一歩外側に踏み込んだ少し external で wide な視点を提示しま

した。その上で、More importantly, ～として、もっと wide な社会的側面へと視点を広げたの

がわかりましたか。そして最後に自身で述べた personal と  social な観点の両方ともが

important だけれども、私はより後者の方が重要だと思うという形で締めくくりました。    

このように、最初に軽いものを、そして最後に重たいあるいは最も言いたいことを提示する

方法、加えて、まとめとして両者を比較してやはり後の方が重要だ、とする表現方法は大変よ

く使われる形ですので、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。 

 

私は留学する利益は数多くあると思います。第一に、我々は自分自身をその場所で主に使われて

いるある特定の言語を話さざるを得ない状況に置くことで語学力を高めることができます。第二

に、異なる背景と異なる考え方を持つ人々に囲まれて他の文化の中で生活する個人的な経験を通

じて、私たちは、私たちを隔てる違いではなくむしろ私たちを結びつける共通の価値観を探求し、

多様性を尊重し、開かれた精神を持つことができるようになります。さらに重要なことは、他の

文化に対するそうした肯定的姿勢を持つ人が増えれば増えるほど、そして世界中の人々間で共通

理解が広まれば広まるほど、この同じ惑星に住む私たち全市民が衝突する利害への心配が薄れ、
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共通の利益を見つけることにより熱心になるかもしれないということです。前述のとおり、留学

の利益は本来個人的なことだけでなく、社会全体に広がるものです。だから私は後者の方がより

重要だと思います。 

 

 

■結びの対話 

G: フトシ、僕らのポッドキャストシリーズの第 10 回目のテーマとして「あなたの心理状態はど

うですか」を設定したのはいい考えだったね。  

F: ああ、僕もそう思うよ。僕らは前向きであること、困難な状況にあっても利益を見つけようと

努めること、そして個々人としてだけでなくこのグローバル社会の一員として広い視点を持つ

ことがとても大切だということを示そうとしてきたよね。   

G: 君は今日、ちょっと違って見えるね。いつもより真面目に見えるよ。何かあったのかい？   

F: 実のところ、僕はこのシリーズを上手く終えることができてすごくほっとしてるんだ、それで

とても幸福な気分だし、全てのことで君に本当に感謝してる。 

G: 僕もだよ。それに、この 8 月から始まる次のポッドキャストシリーズでまた一緒に続けて働け

るのがとてもうれしいよ。  

F: そうだね。でも…正直なところ、次のシリーズでこのシリーズより上手くできるか心配なんだ。 

G: フトシ、顔を上げて、前を見て、楽観的になろうよ！ 

F: ふーむ。それが難しいときもあるよね。 

G: だけど、僕らはあらゆる困難の中に機会を見出す。そうだろ？  

F: うん、そうだよ！ それはまさに君と最初に会ったとき僕が言ったことだよ！ 

G: ハハハ、とても愉快だよ。ミスターチャーチル、とても愉快だよ。 

 

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 10 回目のタイトルは “What is your state of mind?” でした。「みなさんに

一番伝えたいことは何か」を考えて、これをシリーズの締めくくりとしました。ゲーリーと私の

メッセージを是非、もう一度じっくり聞きながら、「英語ができる人」を目指して頑張ってくだ

さいね。それでは、８月から始まる次のシリーズでまた会いましょう！ 

 

Well, then… 

See you next time! 

 

 


