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

第 4 回 北極海の酸性化 

＜日本語訳＞ 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

T: あけましておめでとう！ 

E: テツ、あけましておめでとう！ 2015 年、羊の年だ。 

T: その通り。しかし、私にとっては、新年はどれも、ニシンの年だ。 

E: なんだって。ニシンだって。日本語ではニシン（鰊）だが、君は何を言っているんだ。干支

の中に入っている動物ではないよ。 

T: 君の言う通りだよ、エドワード。私がおせち料理が大好きで、そのおいしい料理の中でも好

物なのが、カズノコということが言いたかったんだ。 

E: カズノコ（数の子）か。確かに、おいしい。私は海産物が大好きだ。ああ、カニ、カツオ、

エビにウニ・・・ 

T: やめてくれ。お腹が空いてきたよ。 

E: テツ、気を落ち着けて。海は豊富な栄養の源だ。元旦になれば、欲しいだけ食べられるよ。

お腹がもう吸収できないというまで食べられるさ。 

T: 今年については、それは本当のことだろうが、海の資源の未来について心配しているんだ。 

E: どうして。海は我々に食べ物をくれて、おまけに、二酸化炭素を吸収してくれるじゃない

か。我々人間にはとてもおいしい話だよ。 

T: その吸収してくれるという恩恵が、また、とても危険な地球の海域の酸性化につながってい

ると思うんだ。 

E: あれ、もう、こんな話をしていると、胃が酸っぱくなってきたよ。今月の話題へ行こう。 

T: もう既に、君が、上手に紹介してくれたよ。 

E: さぁ、始めよう！ 

 

 

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

 

北極海の酸性化  (2014 年度第 1 回  1 級 B No.13, No.14) 

 

世界の二酸化炭素排出量の約 4 分の 1 が世界の海によって吸収される。 このことは気象変動

を遅らせるのに役立っている一方で、また同時に我々の海を酸性化していると、ほとんどの科学

者たちは考えている。最近の研究は北極海が他の海よりも二酸化炭素を早く吸収していることを

示している。結果として起こる酸性化は、ニシン、タラ、カニ、ウニ、そしてプランクトンを含

め、動物の個体数減少につながるかも知れない。 研究者たちはこのことが狩猟や漁業に頼って

いる先住民たちの生活を脅かすかも知れないと言っている。また、鳥や大型の、例えばアザラシ
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のような大型海洋哺乳類にとっての食料源も減少することになるかもしれない。 

  いくつかの要因が北極海を特に酸性化しやすい状態にしている。一つには、冷たいというこ

とだ。冷たい水は二酸化炭素をより吸収しやすい。加えて、気温の上昇が北極の氷の覆いを減ら

している。これによってより多くの海水が大気に晒され、二酸化炭素の吸収率が増加している。

また、ますます多くの氷が溶けるためより急速に冷たい水が海へと流れ込んでいる。科学者たち

は、二酸化炭素の排出がすぐに一定になったとしても酸性化がさらに進むのを防ぐのはいまや遅

過ぎるかもしれないと恐れている。 

 

【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 研究者らが言っていることの一つは何か。 

No. 2 北極海が酸性化に対して脆弱である一つの理由は何か。 

 

 

 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 おおよそ approximately 

2 吸収する absorb 

3 気象変動 climate change 

4 酸性の acidic 

5 酸性化 acidification 

6 ニシン herring 

7 タラ cod 

8 ウニ sea urchin 

9 原住民 indigenous people 

10 海洋哺乳類 marine mamma 

11 ～（ 被害）を受けやすい vulnerable to 

12 A を B にさらす expose A to B 

13 二酸化炭素の吸収率 the rate of absorption of CO2 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

北極海の酸性化  (2014 年度第 1 回  1 級 B No.13, No.14) 

 

世界の二酸化炭素排出量の約 4 分の 1 が世界の海によって吸収される。 このことは気象変動

を遅らせるのに役立っている一方で、また同時に我々の海を酸性化していると、ほとんどの科学

者たちは考えている。最近の研究は北極海が他の海よりも二酸化炭素を早く吸収していることを

示している。結果として起こる酸性化は、ニシン、タラ、カニ、ウニ、そしてプランクトンを含

め、動物の個体数減少につながるかも知れない。 研究者たちはこのことが狩猟や漁業に頼って

いる先住民たちの生活を脅かすかも知れないと言っている。また、鳥や大型の、例えばアザラシ

のような大型海洋哺乳類にとっての食料源も減少することになるかもしれない。 

  いくつかの要因が北極海を特に酸性化しやすい状態にしている。一つには、冷たいというこ

とだ。冷たい水は二酸化炭素をより吸収しやすい。加えて、気温の上昇が北極の氷の覆いを減ら

している。これによってより多くの海水が大気に晒され、二酸化炭素の吸収率が増加している。

また、ますます多くの氷が溶けるためより急速に冷たい水が海へと流れ込んでいる。科学者たち

は、二酸化炭素の排出がすぐに一定になったとしても酸性化がさらに進むのを防ぐのはいまや遅

過ぎるかもしれないと恐れている。 

 

【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 研究者らが言っていることの一つは何か。 

No. 2 北極海が酸性化に対して脆弱である一つの理由は何か。 

 

 

 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。 
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北極海の酸性化 

世界の二酸化炭素排出量の約 4 分の 1 が吸収される // 

世界の海によって。/ 

科学者たちは次のように考えている / 

このことは、一方では気象変動を遅らせるのに役立っている // 

また、同時に我々の海を酸性化していると考えている。// 

最近の研究は次のようなことを示している / 

北極海は他の海よりも二酸化炭素を早く吸収している。// 

結果として起こる酸性化は、動物の個体数減少につながるかも知れない。// 

その中に、ニシン、タラ、カニ、ウニ、そしてプランクトンを含めて。// 

研究者たちはこのことが先住民の生活を脅かすかも知れないと言っている。// 

狩猟や漁業に頼っている先住民たちの生活を。// 

また、食料源も減少することになるかもしれない / 

鳥や大型の、たとえばアザラシのような、大型海洋哺乳類にとっての食料源が。// 

いくつかの要因が北極海を、特に酸性化しやすい状態にしている / 

一つには、冷たいということだ。冷たい水は二酸化炭素をより吸収しやすい。// 

加えて、気温の上昇が北極の氷の覆いを減らしている。// 

それで、より多くの海の水が大気に晒されている / 

そして、二酸化炭素の吸収率を増加させている。// 

また、ますます多くの氷が溶けるため / 

より急速に冷たい水が海へと流れ込んでいる。// 

科学者たちは酸性化がさらに進むのを防ぐのはいまや遅過ぎるかもしれないと恐れている / 

 二酸化炭素の排出がすぐに一定になったとしても、遅過ぎるのではないかと。// 

 

 

 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、1 番「「研究者たちが言っていることの一つは、何ですか。」に対する君の

答えは何でしょう。 

E: 研究者たちは増加する海水の酸分が基本的に生活に必要なものを満たすために、狩猟や漁業

に頼ってきた先住民族の生活を脅かすかもしれないと言っている。 

T: ありがとう。2 番の質問「北極海が酸性化に対して脆弱である一つの理由は何ですか。」に対

する君の答えは何でしょうか。 

E: 冷たい水が他の海のより暖かい水よりも素早く二酸化炭素を吸収するので、北極海は酸性化

に対してより脆弱なのである。 

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: 大気汚染は深刻な問題だ。その問題はもはや無視されることはない。世界の海は二酸化炭素

のような温暖化ガスを吸収する、その大変大きな能力で我々を助けようと待ち構えている。厄介

なガスを無事に吸収してよりきれいな星を我々にくれるように、この海の水を使うべきだ。 

 

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: そうだ、実は、二酸化炭素によって引き起こされている海の酸性化はもっと複雑なものなの

だ。海はこれらの排出された二酸化炭素の多くを吸収してくれている。しかし、このことが海を

よりいっそう酸性にしている。二酸化炭素を多く吸収すれば、それだけ海は酸性になる。海の酸

性化は海洋生物に影響を及ぼすかも知れない。海洋生物の中には、さらに酸性化が進んだ環境で

は生存することができないものがいるかもしれない。我々は大切な食料源を失うかも知れない。

二酸化炭素の排出を減らすことが二酸化炭素を処理するという目先にとらわれた手段を実行する

ことよりもより良い方策のようだ。 

 

 

 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: 地球温暖化によって上昇する気温が多くの悪影響をもたらしている一方で、恩恵もあると私

は思う。急速に溶けている北極海の氷は、移動のためのより短い海路を切り開いてくれるだろ

う。そしてまた、より簡単に入手できる豊かな食料源を提供してくれるだろう。ウニ、ニシン、

タラそして、他の海の幸がいっそう豊富になる。 

 

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: 残念ながらこれは本当ではない。いくつかの海路は、確かに、より短くなるかもしれない

が、一方で、北極海の水のより高い酸分が海の生き物の減少を引き起こすだろう。冷たい水は暖

かい水よりもずっと効率よく二酸化炭素を吸収する。これは都合が良いと思えるかもしれない
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が、実際は、その同じ吸収される二酸化炭素が海洋環境の酸性化へと繋がっているのだ。多くの

生物がこの変化した環境の中では栄えることができないだろう。酸性化は、実際、海の生物資源

の死をもたらすかも知れないのだ。 

 

 

 9  Closing Dialogue 

 

T: エドワード、我らの海を巨大な二酸化炭素洗浄機として使うことについて、今は、どう思っ

ているかな。 

E: 酸性化は厄介だと認めねばならないね。我々はこの水の惑星にある素晴らしい海を使うこと

について、多分、よりバランスの取れた方法を見つけることができるんじゃないかな。僕は欲深

くも、きれいな空気とエビフライの両方を望んでいるんだろうか。 

T: リスナーの皆さんは、このとても大切な問題の様々な複雑さについて議論したいことでしょ

う。 

E: 我々みんながそうすべきなんだ！ 羊は平和や調和の取れた共存と静けさの象徴だからね。

我々の美しい青い世界と調和する方法をみつけよう。 

T: それから、我々の素晴らしいおせち料理の伝統を、より多くの世代に渡って楽しみ続けよう

じゃないか。 

E: 1 月号を閉める素晴らしい方法だね！ さて、そこで。 

T&E: またお会いしましょう！ 

 

 

 

★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。 

 


