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Phrase Reading

CD3
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CD の後について英文を繰り返して言いなさい。繰り返すためのポーズは，スラッシュ（/ や //）ご
とについています。CD のポーズ内で言い終えられるよう，繰り返し練習しましょう。

In-Depth Listening

Ramses III, one of ancient Egyptʼs most

ラムセス 3 世は，古代エジプトの最も強大な

powerful rulers, /

支配者の一人であった /

felt that the river gods had been angered. //

彼は川の神々が怒っていると感じた //

gods had been angered. In a truly regal act of atonement, he ordered 15 tons of

In a truly regal act of atonement, /

いかにも王者らしく和解を図る行為として /

honey to be dumped into the Nile. This is a clear indication of the great value

he ordered 15 tons of honey to be

彼は 15 トンのはちみつをナイル川に注ぎ入

dumped into the Nile. //

れることを命じた //

The Gift of the Bees
Ramses III, one of ancient Egypt’s most powerful rulers, felt that the river

Indeed, the oldest

surviving cookbook, based on recipes compiled by the Roman politician Apicius,
features many recipes using honey. There are compelling reasons for honey to

This is a clear indication of the great

これは，人間がはちみつに対して大きな価値

value placed upon honey by humans /

を置いていたことをはっきりと示している /

be cultivated by humans.

since the earliest times. //

古代から //

Indeed, the oldest surviving cookbook, /

実際，現存する最古の料理の本は /

based on recipes compiled by the

ローマの政治家アピキウスによって編纂され

Roman politician Apicius, /

たレシピ集に基づいている /

features many recipes using honey. //

はちみつを使った多くの料理を特集している //

There are compelling reasons for honey /

はちみつには説得力のある理由がある /

to be cultivated by humans. //

人間による養蜂で作られてきたということに

CD3
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2） CD を聞かずに，Passage に集中して再度音読して，次ページ以降のフレーズ・リーディング，
通訳練習，シャドーイング練習などに備えましょう。
※ Passage の意味が分からないときは，辞書や日本語訳を参照しても構いません。

ついて //

➡ 日本語訳は次ページ，スタディガイド p.29

34

35

DAY 5

1） CD を聞きながら，Passage の第 1 段落を音読しなさい。

DAY 4

Read Aloud

DAY 3

1

DAY 2

placed upon honey by humans since the earliest times.

DAY 1

日本語訳

WEEK 6

Passage

今日は，今週の Passage の第 1 段落を詳しく読みます。

3

Interpret into Japanese

CD3

4） ここがポイント
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① that began at the end of last year：下線部分でパンと手を打ちながら，3 拍で言い切っ
CD の英語に続くポーズの間に，その英語を日本語に訳して言いなさい（訳はテキスト通りでなく

てみよう。
② inconvenienced people in many parts of the country：①と同じく，4 拍で言い切って

て構いません。あなたなりの言葉で言ってみましょう）。

みよう。
③ areas along the Sea of Japan.：4 拍で言い切ってみよう。

Shadowing

CD3

④ more than double the usual level：この部分では，double に一番強くアクセントが置か

24

れる。
CD の英語が聞こえたら，すぐに同じ英語を言いなさい。英語を言うためのポーズはありません。

⑤ in eight prefectures were late because of the heavy snow： 下 線 部 分 の 強 調 と，
because of the heavy snow のつながりに注意。

テキストの英文を見ないで練習しましょう。

レスを置く）を，テキスト（BOOK 1）の p.19 を参照して記入しましょう。モデルリーディ

目指せ，ニュースキャスター！
CD3
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）内は 1 語とは限りません。

The Japanese archipelago has been hit by a cold wave (

)
) the country.

last year and has inconvenienced people (

Heavy snowfall struck many parts of the country, especially (

)

) the usual level. When the National Center Tests for university admission
because of the heavy snow.
（茅ヶ崎出版『月刊英語教本』No.168 UNIT 16 Japan Hit by Cold Wave）

The Japanese archipelago has been hit by a cold wave that began at the end of last year
and has inconvenienced people in many parts of the country.
Heavy snowfall struck many parts of the country, especially areas along the Sea of Japan.
The amount of winter precipitation in Chugoku and Kyushu is more than double the
usual level. When the National Center Tests for university admission were held on

➡ 正解と日本語訳はスタディガイド p.31

January 15th and 16th, 5,630 examinees in eight prefectures were late because of the

2） 完成した英文を音読してみましょう。聞き返せるように録音しておきましょう。
（音読目標タイム：35 秒）
3） 自分の音読と CD のモデルリーディングを聞き比べてみましょう。

CD3

heavy snow.

26
6）  仕上げ

自分の音読を録音して，モデルリーディングに近いかどうか

確認してみましょう。

36

CD3
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（音読目標タイム：32 秒）

37

DAY 5

) were late

were held on January 15th and 16th, 5,630 examinees (

26

DAY 4

Sea of Japan. The amount of winter precipitation in Chugoku and Kyushu is (

CD3

DAY 3

）内の語句を記入しましょう。

DAY 2

（

ングの音声に近くなるように，何度も練習してみましょう。

DAY 1

5） モデルリーディングを何回も聞きながら，音読で注意すべき点（例：つなげる，区切る，スト

1） ニュースの音声を 2 回聞く間に，
（

WEEK 6

4

