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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  
第 1 回 ペダルの力 
＜日本語訳＞ 

 

 1  Dialogue for Introduction 
 
E&T: また、お会いしました。 

E: 皆さん、こんにちは。お会いできてうれしいです。 

T: 本当だね。Listen and Speak シリーズの初回に参加してくださってありがとうございます。 

E&T: さあ、始めましょう！ 

T: それで、エドワード。ちょっと疲れているみたい。元気かい？ 

E: まあ、ちょっとややこしいんだ、テツ。あのね、妻に僕は健康だと思うかどうか尋ねたんだ。 

T: 彼女の答えは？ 

E: 彼女は、ええと言った！ 彼女は僕がすこぶる健康だと言ったんだよ！ 

T: それはよかった。 

E: よくないんだよ。彼女は僕がすこぶる健康だとは言ったが、とても大きな卵の形が好みならと

言うんだ。（大きな卵のようにころころして健康そうだと言った）それで、僕は運動を始めたんだ。 

T: それはよかった。 

E: いいや、よくないよ。いいかい、テツ。体重を減らし始めて、はつらつと元気な感じを取り戻

し始めてしまったんだ。 

T: それはよかった。 

E: よくないんだ。 

T: もう、どうしてなんだよ。 

E: よりたくさん食べ始めたからだよ。そこへ、季節が変わって、あの感覚に、さらにもっと影響

され始めた。どういえばいいんだ、日本語なら。「天高く馬肥ゆる秋。」おいしそうな、食べたく

なる、食欲の秋の季節の味わい！ もう何もかもがおいしそうに思えて、今の体重を維持するため

だけに、絶えず運動しなくちゃいけない。エアロバイク（自転車型の運動器械）を、買ったとこ

ろだよ。 

T: それはよかった。 

E: いや。よくない！ 

T: なぜ？ どうしてなんだ？！ 

E: 自転車をこぎながら、アイスクリームを食べられるからなんだ。こんなことが続けば、僕はマ

ウンテンゴリラのように大きくなってしまう。それに、ぼくは絶えず料理をしているから、光熱

費の出費が増えてるんだよ。それに… 

T&E: それはよくない！ 

E: もし、発電機が付いた自転車を持ってさえいれば、電気を貯めて電気代を減らせる。一石二鳥

だよ。なんだかんだで、さて、勉強を始める頃合いだと思うよ。 

T: ここまで君は上手によいヒントをちりばめてくれたね。 

E: だろ！ 

T&E: さあ、始めよう。 
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 2  Listen to the passage and answer the questions that follow. 
 

ペダルの力  (2014 年度 第 1 回 準 1 級 A No.13, No.14) 

 
 ウガンダの環境保護団体は、絶滅が危惧されているマウンテンゴリラを救おうと競い合ってい

ます。多くのウガンダの人たちは、しかしながら、迫り来る危険に気付いていません。それで、

Great Apes Film Initiative と呼ばれる運動が、その問題について人々を教育しようと試みていま

す。そのグループは、マウンテンゴリラについての映画を上映し始めました。しかし、電気のあ

るところでしか、人々に見せることができませんでした。それで、地方からやってくる人々は、

映画を見るために何マイルも歩かなければなりませんでした。さらに、しばしば、混雑し過ぎて

いることを理由に追い返されました。 

 運営する人たちは、そこで、隔絶された集落に映画を持って行くある方法を思いつきました。

ペダル発電による映画です。一人が発電する特別仕様の自転車をこげば、今や地方でも映画を上

映することができるのです。上映会場では、観客が交代して自転車をこぐために列を作ります。

運営に当たる人たちは、人々はゴリラを保護する気持ちで一杯になってその場を去るだけではな

く、公害を出さない電力源についても学ぶと言っています。 

 
【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  Great Apes Film Initiative は、どんな問題を抱えていましたか。 

No.2  ペダル発電による映画について、我々が学ぶことの一つは何ですか。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 
 
日本語を聞いて、エドワードのあとについて繰り返してください。 

 

1 自然保護団体 conservation group 

2 競い合っている be in a race 

3 絶滅が危惧されている endangered 

4 ～に気付いていない unaware of ～ 

5 危険な兆候 threat 

6 映画を上映すること screening 

7 追い払う turn away 

8 混雑 overcrowding 

9 隔絶した isolated 

10 交代する take turns 

11 情熱に溢れている full of enthusiasm 

12 無公害の nonpolluting 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 
 
ペダルの力  (2014 年度 第 1 回 準 1 級 A No.13, No.14) 

 
 ウガンダの環境保護団体は、絶滅が危惧されているマウンテンゴリラを救おうと競い合ってい

ます。多くのウガンダの人たちは、しかしながら、迫り来る危険に気付いていません。それで、

Great Apes Film Initiative と呼ばれる運動が、その問題について人々を教育しようと試みていま

す。そのグループは、マウンテンゴリラについての映画を上映し始めました。しかし、電気のあ

るところでしか、人々に見せることができませんでした。それで、地方からやってくる人々は、

映画を見るために何マイルも歩かなければなりませんでした。さらに、しばしば、混雑し過ぎて

いることを理由に追い返されました。 

 運営する人たちは、そこで、隔絶された集落に映画を持って行くある方法を思いつきました。

ペダル発電による映画です。一人が発電する特別仕様の自転車をこげば、今や地方でも映画を上

映することができるのです。上映会場では、観客が交代して自転車をこぐために列を作ります。

運営に当たる人たちは、人々はゴリラを保護する気持ちで一杯になってその場を去るだけではな

く、公害を出さない電力源についても学ぶと言っています。 

 
【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  Great Apes Film Initiative は、どんな問題を抱えていましたか。 

No.2  ペダル発電による映画について、我々が学ぶことの一つは何ですか。 

 

 

 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。 

 
ウガンダの環境保護団体は競い合っています / 

絶滅が危惧されているマウンテンゴリラを救おうとして。// 

多くのウガンダの人たちは、しかしながら、迫り来る危険に気付いていません。// 

それで、Great Apes Film Initiative と呼ばれる運動が / 

その問題について人々を教育しようと試みています / 

そのグループはマウンテンゴリラについての映画を上映し始めました / 

しかし、電気のあるところでしか人々に見せることができませんでした。// 

それで、地方からやってくる人々は何マイルも歩かなければなりませんでした / 
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映画を見るために / 

さらに、しばしば混雑し過ぎていることを理由に追い返されました。// 

運営する人たちは、そこで、ある方法を思いつきました / 

隔絶された集落に映画を持って行く方法を // 

ペダル発電による映画です。// 

一人が特別仕様の自転車をこぐ / 

その自転車は電気を起こす // 

映画は、今や地方でも上映することができる。// 

上映会場では観客が列をなす / 

交代して自転車をこぐために。// 

運営に当たる人たちは次のように言っています / 

人々はゴリラを保護する気持ちで一杯になってその場を去るだけではなく / 

公害を出さない電力源についても学ぶのです。// 

 

 

 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、エドワード、君の答えは何ですか。1 番「Great Apes Film Initiative は、どんな問題を

抱えていましたか。」 

E: 多くの地方にある村では、電力がないために映画を上映することができなかった。 

T: ありがとう。2 番「ペダル発電による映画について我々が学ぶことの一つは何ですか。」につ

いてはどうでしょう。 

E: 聴衆は、映画の上映に積極的に関われるようになる。 

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: 絶滅危惧種保護の重要性について人々を教育することには私はとても悲観的だ。多くの環境保

護団体が、地域の人々にこの重要な問題についての講義をしたり、絶滅危惧種の窮状を説明する

パンフレットの発行を行っている。悲しいことに、この情報は伝わらない。私は地域の人達がそ

の地域での行動を起こすという望みを失いつつある。 

 
E: 模範例です。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: 私は環境保護の大切さに関する意識を高め、地域での行動を促進するためのよりよい方法があ

ると思う。例えば、ウガンダではある先進的な考えを持つ環境保護団体が絶滅危惧種のマウンテ
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ンゴリラについて学ぶのに役立つ映画を使っている。映画は、映像、音そして言語を使うから、

考えや情報を人々に伝えるにはとても力のある道具だ。識字率あるいは、学歴に関係なく、映像

の効果、図、音、それに言葉を組み合わせた映画というものを見れば、彼らは考えや情報を共有

することができる。その映画を見た後、人々はマウンテンゴリラを守ろうという熱意で一杯にな

って帰って行くそうだ。 

 

 

 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: 地元の人たちとの合意形成が効果的な環境保護政策を実施するための鍵であると強く思うが、

そうするための媒体や方法は、当然ながら、最新の機器を使用しないものであるべきだ。辺ぴな

ところにある村にはこれと言った動力源がない。また、必要となる基幹設備を備えるのは不可能

なことであろう。見通せる範囲の近い将来に渡っては（ここしばらくは）、単純な口コミで十分と

すべきだろう。 

 
T: 模範例です。ではエドワードの発言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: 私はそう思わない。既成概念にとらわれずに考えることができれば、利用可能な先進技術を使

ったとしても効果的で独創的な方法がいくつかある。プロジェクター（投影機）や、マルチメデ

ィア機器（複合媒体機器）を使って、とても説得力のある情報をもっと効果的に流すことができ

る。しかも、電力の供給がないことが必ずしも我々を阻止することにもならないのだ。たとえば

ウガンダの Great Apes Film Initiative は、この種の問題を大変独創的な方法で解決した。多く

の村には絶滅危惧種であるマウンテンゴリラについての映画を見ようという興味があったのだが、

大変辺ぴな集落の多くには、プロジェクターに電力を供給する電源がなかった。人々は、実際、

映画を見るために喜んで遠方までやってきたが、席がなくて（満員で）よく追い返されることが

あった。問題を解決するには、プロジェクターを動かすために必要な電気を供給するための単純

な自転車発電機のみが必要なものであった。副産物的な利益も同時にあった。聴衆は電気を供給

する自転車を進んでこぐことで、その行事の当事者意識を得ることができた。これは、辺ぴな地

域であっても、環境を汚さない安価なエネルギーを手に入れられる可能性があることへの注目度

を高めることになった。独創的に考えれば、科学技術は手が届かないとされる多くの地域で利用

が可能となる。 
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 9  Closing Dialogue 
 
T: ということで、エドワード、元気の出る話だと思わないか。 

E: ああ、その通りだよ。ゴリラには気高さと威厳があると僕はずっと思っていたんだ。絶滅から

彼らを救うことができるものなら何でも喜ばしいことだと思うよ。君は「愛は霧のかなたに」

（Gorillas in the Mist）という映画を見たことがあるかい？ 

T: 見たよ。ダイアン・フォッシーの人生と仕事についての映画だった。彼女はルワンダの厳しい

状況の下で仕事をしたんだ。彼女は密猟者に対峙する力強い代弁者だったね。 

E: その通りだよ。あの映画に感動して、多くの人々が動物保護により積極的な役割を果たす気持

ちになったんだ。 

T: あの映画は、映画というものが地元の人々の態度を変えるのに強力な道具になり得ることを

我々に伝えていると思う。 

E: 同感だよ。でも、人類学者の間では、ときに、反対の議論が聞かれるようだね。映画の技術を

辺ぴな地域に持ち込むことは一種の植民地主義だと言う人もいる。動物が地球上の唯一の絶滅に

瀕した存在ではない。文化的な価値も危機に瀕しているのだ、とか、彼らは言うんだよ。 

T: 厄介だけど面白い問題だよ。 

E: そうだね。ところでテツ。ちょっと、この辺で失礼したい。またエアロバイクに乗って、今夜

食べることにしているステーキの分を自転車こぎで発散しなくちゃ！ 

T: いいとも。自転車にのってどこへも行かない旅を急ぐんだ。とりあえず、皆さんに質問をして

おこうか。 

E: いい考えだ。皆さんはどう思いますか？ 環境保護に対する熱意を人々に感じてもらう、より

よい方法はあるでしょうか。どうぞ、考えてみてください。では、次回まで。 

T&E: またお会いしましょう！ 

 

 

 

 
The Great Apes Initiative について、さらに興味のある方は以下の URL を訪ねてみてください。 

 
★GAFI - The Great Apes Film Initiative 

http://www.gafi4apes.org/ 

 
★How pedal power is helping Uganda's mountain gorillas (theguardian.com) 

http://www.theguardian.com/environment/bike-blog/2011/dec/14/pedal-power-mountain-gorillas-uganda 
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★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。 

 

 


