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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  

第 3 回 ハーブとスパイス 

＜日本語訳＞ 

 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

E: 大金持ってるわけでもないし～…♪ 

T: やあ、エドワード。元気そうだね。何かあったのかい。 

E: あるんだよ。よく聞いてくれた。大学の忘年会があるんだ。 

T: なるほど。楽しみにしているのか。 

E: そうだよ。ずっと 1 年間、楽しみにしてきたんだ。 

T: たぶん一番鳥が鳴くまで、大いに楽しむんだろうな。友よ、楽しみたまえ、でも、必ずつけ

を払わねばならないことを覚えておきたまえ。 

E: まったく、その通りだ。しかし、実はね、テツ、とても効果を発揮する秘密兵器を持ってい

るのさ。 

T: 秘密兵器だって。さあ、教えてくれよ。 

E: ウコンの錠剤さ。ウコンにはクルクミンという合成物質が入っているんだ。化学的にいうと

ポリフェノールの一種だよ。愛飲家には薬味の姿をした全くありがたいものなんだ。  

T: ああ、そうか。たぶん肝臓を守ってくれるんだね。 

E: その通り。 

T: 君が補助食品に頼りすぎないようにと願ってるよ。良識はしばし最良の医者だからね。 

E: 同感だよ。研究によれば、自然の食べ物が、実は、様々な恩恵をもたらしてくれるそうだ。

ハーブや香辛料の中には老化防止の特性を持つものがあるかもしれないって知ってた？ 

T: 本当かい。今月の話題へ引っ張る方向へ話を持って行こうとしてるような気がするなあ。 

E: その通りだよ。 

T: 素晴らしい！ じゃあ仕事を終えて、ウコンと祝杯で僕らにご褒美と行こうか！  

E: いい考えだ。そうしよう。 

E&T: 始めよう。  

 

 

 2  Listen to the passage and answer the questions that follow. 

 

 

ハーブとスパイス  (2014 年度第 1 回  準 1 級 B No.15, No.16) 

 

 私たちのほとんどがハーブや香辛料は主に香りをつける調味料だと考えている。しかし、科学

者たちはハーブや香辛料には強力な健康効果もあるということを発見した。それらの多くはポリ

フェノールという化学合成物を含んでおり、ある科学者たちはそれらの化学合成物が加齢効果を

遅らせると考えている。様々な研究によって、オレガノやシナモン、クローブなどのハーブや香
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辛料が果物や野菜以上に老化防止の効果をもたらすこと示されている。 

 最近の健康に関する研究の中にはハーブや香辛料は他にも大切な効能があるかもしれない示唆

するものもある。香辛料のウコンについての研究はウコンの摂取が細胞の中にあるベータアミロ

イドと呼ばれるタンパク質を調節するのに役立つということを示している。このタンパク質は癌

や脳の病気であるアルツハイマー病と関連があるとされている。さらなる研究が必要ではあるが、

こうした発見は、ウコンが広く摂取されているインドでなぜアルツハイマーの罹患率が他の多く

の国よりも低いのか、その理由の説明になるかもしれない。 

 

【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 ポリフェノールについて何人かの科学者たちが信じていることは何でしょうか。 

No.2 健康に関するいくつかの研究の結果はどんなことを示唆しているでしょうか。 

 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードの後について繰り返してください。 

 

1 調味料 flavor enhancer 

2 健康へのよい効果 health benefit 

3 化合物 chemical compound 

4 ポリフェノール polyphenol 

5 老化作用 effects of aging 

6 加齢を抑える効能 anti-aging benefit 

7 ウコン turmeric 

8 ～と関連がある linked to ～ 

9 調節する regulate 

10 細胞 cell 

11 脳疾患 brain disease 

12 アルツハイマー病の罹患率 rates of Alzheimer’s 

13 広く消費されている widely consumed 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

ハーブとスパイス  (2014 年度第 1 回  準 1 級 B No.15, No.16) 

 

 私たちのほとんどがハーブや香辛料は主に香りをつける調味料だと考えている。しかし、科学

者たちはハーブや香辛料には強力な健康効果もあるということを発見した。それらの多くはポリ

フェノールという化学合成物を含んでおり、ある科学者たちはそれらの化学合成物が加齢効果を

遅らせると考えている。様々な研究によって、オレガノやシナモン、クローブなどのハーブや香

辛料が果物や野菜以上に老化防止の効果をもたらすこと示されている。 

 最近の健康に関する研究の中にはハーブや香辛料は他にも大切な効能があるかもしれない示唆

するものもある。香辛料のウコンについての研究はウコンの摂取が細胞の中にあるベータアミロ

イドと呼ばれるタンパク質を調節するのに役立つということを示している。このタンパク質は癌

や脳の病気であるアルツハイマー病と関連があるとされている。さらなる研究が必要ではあるが、

こうした発見は、ウコンが広く摂取されているインドでなぜアルツハイマーの罹患率が他の多く

の国よりも低いのか、その理由の説明になるかもしれない。 

 

【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 ポリフェノールについて何人かの科学者たちが信じていることは何でしょうか。 

No.2 健康に関するいくつかの研究の結果はどんなことを示唆しているでしょうか。 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 

 

 



 
4 

ハーブとスパイス 

私たちのほとんどが、ハーブや香辛料は、主に香りをつける調味料だと考えている。// 

しかし、科学者たちは、つぎのようなことを発見した  / 

ハーブや香辛料には、強力な健康効果もあるということを発見した。// 

それらの多くには、ポリフェノールという化学合成物が入っている、/ 

それらの化学合成物は、加齢効果を遅らせると信じている科学者もいる。// 

研究によると / 

オレガノやシナモン、クローブなどのハーブや香辛料は、/ 

果物や野菜以上に、老化防止の効果をもたらすとのことだ。// 

最近の健康に関するいくつかの研究では、次のようなことが示唆されている / 

ハーブや香辛料は、他にも大切な効能を与えてくれるかもしれないのだ。// 

香辛料のウコンについての研究では、つぎのようなことが示されている / 

ウコンの摂取が、ベータアミロイドと呼ばれるタンパク質を調節するのに役立つということだ。 / 

ベータアミロイドというのは、細胞の中にあるタンパク質である。// 

このタンパク質は、癌や、脳の病気であるアルツハイマーと関連付けられている。// 

さらに研究が必要だ / 

しかし、そのような発見は、インドでアルツハイマーの罹患率が低い理由の説明になるかもしれ

ない。/ 

インドでは、ウコンが広く摂取されており、/ 

アルツハイマー罹患率は他の多くの国よりも低い。 

 

 

 

 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、あなたの答えは何ですか。1 番「ポリフェノールについて、何人かの科学

者たちが信じていることは何ですか。」 

E: ポリフェノールが老化の進行を遅らせる力を持っているかもしれないと信じる科学者もいる。 

T: ありがとう。2 番の質問「健康に関するいくつかの研究の結果はどんなことを示唆しているで

しょうか。」 

E: 最近の健康についての研究は、ハーブや香辛料の中には癌や脳の病気に関係する大切な健康

への効能があるかもしれないことを示している。 

T: ありがとう。 
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 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: ハーブは多くの素晴らしい料理に喜んで加えられるものだ。繊維やミネラルが含まれている

ことから何らかの栄養効果があることは確かだが、健康を大いに増進する可能性については、私

は疑っている。とにかく、奇跡の薬効については考えずに、食欲をそそるというその性質を楽し

もう。 

 

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: 君はこの素晴らしい物質の効能を考え直すべきだと思う。科学者たちはハーブや香辛料が、

実際、いくつか大切な効能を持っていることを発見した。最近の研究によれば、ハーブには大切

な化学合成物質の部類であるポリフェノールが含まれている。科学者たちは、これらのポリフェ

ノールは、実は、果物や野菜以上に効果のある老化防止物質だと言う。 

 

 

 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: ハーブや香辛料は単に香りをつける調味料だ。我々は本当に民間の間で信じられていること

を確固たる科学と混同することを止めなければならない。西洋医学は薬学の研究を通して、人間

の暮らしの質をよりよくする方向へと確実に進歩してきたという長い歴史がある。インドにある

香辛料に基づいた夢のような健康上の大発見についての噂に、我々の大切な時間をなぜ費やさね

ばならないのだろう。ばかげている。 

 

T: 模範例です。ではエドワードの話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: 私は全くばかばかしいことであるとは思わない。科学者の中にはたくさんのハーブがポリフ

ェノールを含むことを発見した人たちがいる。これらの化学合成物質は果物や野菜よりも老化の

影響を効果的に遅らせる力があるようだ。加えて、いくつかのハーブや香辛料には他の健康上の

効能があるかもしれない。ウコンが良い例だ。 研究者の中にはウコンはベータアミロイドタン

パク質を調節するのに役立つかもしれないと示唆している。このタンパク質は癌とアルツハイマ

ー両方の発症に関連するとされている。ウコンは他のどの国よりもインドでより広く摂取されて
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いる。インドのアルツハイマー病罹患率は他の国の罹患率よりも著しく低い。これは、ウコンが

そのような病気にかかる危険性を低くしている可能性を指摘している。君はハーブや香辛料の医

学的効能について中傷する前に、いくつか関連した研究を調べてみるべきだ。 

 

 

 9  Closing Dialogue 

 

T: さて、エドワード。僕は仕事を終えたぞ。パーティーへ出掛けようか。 

E: ウコンの錠剤、飲むかい？ 

T: そうだな。今回の文章は確かに面白かったけど、正直言って、僕はまだ確信してはいないん

だ。 

E: どんなことが問題なんだい？ 

T: ただ、補助食品に頼り過ぎるのは危険に思えるんだ。質の良い暮らしに必要なのは健康的な

食事であるべきなんだ。君はそう思わないのかい？ 

E: テツ、テツ、多様性は人生の香辛料だ（いろいろあってこそ、人生は面白い）という諺（こ

とわざ）を知らないのかな。 

T: 冗談なんかでいじめるなよ。 

E: ははは、笑えるよ。とにかく、僕のちょっとした冗談を説明するよ。いろいろな食品を食べ

ることが健全な栄養についての指針だと言われてきたよね。補助食品はただ我々の食生活に有益

な物質を付け足す簡単な方法を提供してくれているってことさ。 

T: さて、今月のレッスンも終わりの時間です。そして 12 月、2014 年にお別れを言わなければ

なりません。この問題については、2015 年が皆さんにとって幸多き年になりますようにという

願いとともに、皆さんにお任せすることにしましょう。 

E: 良い考えだ。それでは。 

T&E: 良いお年をお迎えください！ 

 

 

★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。 


