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

第 6 回 コピーキャット（模倣者） 

＜日本語訳＞ 

 
 
 1  Dialogue for Introduction 

 

E: 今日は考え込んでいるように見えるけど。寂しく思ってるんじゃないのかい。学校の年度の

終わりは、いつも、たくさんの学生たちにさようならをいうことになるからね。それが、君の心

にあるのかな。 

T: ああ、良い友達を持つことで素晴らしいのは、その心の読み方だよ。実は、大好きな映画の

ひとつを振り返って考え込んでいたんだ。 

E: 君は歴史ドラマが好きなんだよね。過去の日々に憧れてるの？ 多分、君は熱血の侍になれた

らと思ってるんだろう！ 

T: いや。もっと新しい話題のものだよ。スタジオジブリの『風立ちぬ』をもう一度見たんだ。

いつも人生について深く考えさせてくれる素晴らしいアニメなんだ。 

E: その映画なら知ってるよ。オスカー候補にもなってたよね。ところが、その映画を批判する

人たちがいた。特に、喫煙に反対するグループの人たちが批判したんだ。というのも、出てくる

キャラクターが喫煙しているところがあるからさ。多くの人たちが、私も含めて、あのような場

面はあの悪い習慣を真似することを若者に勧めていると心配しているんだ。 

T: 分かるよ。模倣効果は紛れもなく本当にあるからね。僕が若い頃、映画界は喫煙を格好いい

国際人の優雅な気晴らしのように描いていたものさ。 

E: その通りだね。そうした印象が多くの若者を喫煙へと駆り立てたからね。私は吸わなかった

が、友人の多くが喫煙をし始めたよ。友達の輪の中で、喫煙をする仲間からの圧力に「ノー」と

言うのは難しいこともよくあったな。 

T: 僕はそんな悪習を避けることができなかったよ。高校時代の仲間や、あでやかな銀幕のスタ

ーなんかに、喫煙へと誘い込まれなければよかったんだけどね。ヒーローやヒロイン、仲間のリ

ーダーやその社会的集団などの全てが我々に影響を及ぼすってわけさ。しかし、僕はこの模倣効

果をたくさんの人の役に立つことに使えると思うんだ。 

E: ことはそんなに簡単じゃないと思うけどね。でも、今回は、議論するのにとても興味深い考

えを用意しているからね。というわけで、皆さんに、レッスンを始めようと圧力をかけたいんだ

が。 

T:そうだね。始めよう！ 
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 2  Listen to the passage and answer the two questions that follow. 

 

コピーキャット（模倣者）  (2014 年度 第 1 回  1 級 C No.15, No.16) 

 我々は周りの人の影響を受ける、という考えは新しいものではない。例えば、我々は自分たち

の周囲にいる人たちが幸せなとき、自分たちも幸せだと感じるということや、また、友達が喫煙

するという理由から、十代の若者がよく喫煙を始めることを知っている。公衆衛生の専門家の中

には、今、有益な健康に関するメッセージを広げるためにこの現象を使いたいと思っている人た

ちがいる。そんな専門家の一人であるハーバード大学医学大学院のニコラス・クリスタキス博士

は、社会集団の主要な構成員に狙いを定めることで、これを達成することができるし、というの

も、彼らが他の構成員にそのメッセージを広げるからだ、と考えている。課題はもっとも影響力

を持った人々を探すことだと、彼は言う。 

  南カリフォルニア大学のトーマス・ヴァレンテ博士は高校生の集団を対象に試験的な喫煙防

止計画を実施した。全ての集団は仲間によって統率されていた。全ての指導的立場の者が喫煙を

やめて 1 年後、クラスによって決められた指導的立場の者がいる集団は、もっとも大きな喫煙

率の減少を示した。しかし、薬物乱用を防ごうと意図された追跡調査の結果は、集団の指導的立

場にある者の役割が、それほど関連性を持たないということを示唆していた。ヴァレンテによれ

ば、この結果はどんなことが対象となっているかに基づいて、それぞれ特別な計画を作ることが

大切かもしれないということを示しているとのことである。 

 

【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 ニコラス・クリスタキス博士はどんなことを行いたいと思っているのですか。 

No.2 トーマス・ヴァレンテ博士の研究結果は何を示していますか。 
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 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 公衆衛生 public-health 

2 ～を狙う target 

3 社会集団 social group 

4 課題 challenge 

5 ～を実行する carry out ～ 

6 試験的な experimental 

7 喫煙防止 smoking prevention 

8 仲間 peer 

9 指名する nominate 

10 ～の減少 drop in ～ 

11 追跡調査 follow-up study 

12 薬物乱用 drug abuse 

13 関連している relevant 

 

 

 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

コピーキャット（模倣者）  (2014 年度 第 1 回  1 級 C No.15, No.16) 

 我々は周りの人の影響を受ける、という考えは新しいものではない。例えば、我々は自分たち

の周囲にいる人たちが幸せなとき、自分たちも幸せだと感じるということや、また、友達が喫煙

するという理由から、十代の若者がよく喫煙を始めることを知っている。公衆衛生の専門家の中

には、今、有益な健康に関するメッセージを広げるためにこの現象を使いたいと思っている人た

ちがいる。そんな専門家の一人であるハーバード大学医学大学院のニコラス・クリスタキス博士

は、社会集団の主要な構成員に狙いを定めることで、これを達成することができるし、というの

も、彼らが他の構成員にそのメッセージを広げるからだ、と考えている。課題はもっとも影響力

を持った人々を探すことだと、彼は言う。 

  南カリフォルニア大学のトーマス・ヴァレンテ博士は高校生の集団を対象に試験的な喫煙防

止計画を実施した。全ての集団は仲間によって統率されていた。全ての指導的立場の者が喫煙を

やめて 1 年後、クラスによって決められた指導的立場の者がいる集団は、もっとも大きな喫煙

率の減少を示した。しかし、薬物乱用を防ごうと意図された追跡調査の結果は、集団の指導的立

場にある者の役割が、それほど関連性を持たないということを示唆していた。ヴァレンテによれ

ば、この結果はどんなことが対象となっているかに基づいて、それぞれ特別な計画を作ることが

大切かもしれないということを示しているとのことである。 
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【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 ニコラス・クリスタキス博士はどんなことを行いたいと思っているのですか。 

No.2 トーマス・ヴァレンテ博士の研究結果は何を示していますか。 

 

 

 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。 

 

コピーキャット（模倣者） 

我々が周りの人の影響を受ける、という考えは、/ 

新しいものではない。// 

例えば、我々は、人々が幸せだと感じることを知っている / 

自分たちの周囲にいる人たちが幸せであれば、幸せに感じることを知っている / 

そして、十代の若者は、よく喫煙を始める / 

自分たちの友達が喫煙することから、よく喫煙を始める。// 

公衆衛生の専門家の中には、今や、次のようなことをしようとする人たちがいる / 

この現象を使うことをしようとする人たちがいる / 

有益な健康に関するメッセージを広げるために。// 

そんな専門家の一人であるハーバード大学医学大学院のニコラス・クリスタキス博士は、 

次のように考えている / 

社会集団の主要な構成員に狙いを定めることで、これが達成されることができると / 

そうした主要な構成員は、他の構成員に、そのメッセージを広げるだろう。// 

彼は、課題は次のようなことだと言う、/ 

もっとも影響力を持った人々を探すことだと。// 

南カリフォルニア大学のトーマス・ヴァレンテ博士は、 / 

試験的な喫煙防止計画を実施した / 

高校生の集団を対象に。// 

全ての集団は、仲間によって統率されていた。// 

仲間である指導的立場にいる者は、決められていた / 



 
5 

クラス、教師、あるいは、適当に選ばれて決められていた。// 

全ての指導的立場の者が喫煙をやめて 1 年後には、/ 

クラスによって決められた指導的立場の者がいる集団は、次のようなことを示した / 

喫煙率が、もっとも減少したということを示した。// 

しかし、薬物乱用を防ごうと意図された追跡調査の結果は、/ 

集団の指導的立場にある者の役割が、それほど関連性を持たないということを示唆していた。// 

ヴァレンテによれば、この結果は次のようなことを示している / 

それぞれ特別な計画を作ることが大切かもしれない / 

どんなことが対象となっているかに基づいて。// 

 

 

 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、君の答えはどうだろう。No.1 「ニコラス・クリスタキス博士はどんなこ

とを行いたいと思っているのですか。」 

E: 彼は社会的集団の主要な構成員の影響を、プラスの影響を集団内の追随者たちに与えるため

に利用したいと思っている。 

T: ありがとう。N.o2 「 トーマス・ヴァレンテ博士の研究結果は何を示していますか。」につい

てはどうだろう。 

E: 彼の研究は、どの行動を対象にするかについて熟慮が加えられたとき、仲間の指導的立場に

ある者が及ぼす影響は、もっとも効果的に良い変化を集団内にもたらすということを示している。 

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: 仲間からの圧力は危険な社会的力である。小学校における集団力学は、しばしば、いじめ、

冷たい態度で無視すること、あるいは暴力さえ招く。ウィリアム・ゴールディングの『蝿の王』

を読んだことがありますか。 

 

E: さて、テツの話を聞いて見ましょう。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。 
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T: ええ。『蝿の王』は読みました。本当に心を動揺させる。しかし、仲間の影響は良いことを促

進する強い力にもなりうる。十代の人たちに対する試験的なプログラムについて聞いた。喫煙防

止プログラムの取り組みは、クラスによって指名された指導者に率いられた集団の構成員の喫煙

率を著しく下げた。集団の主要な構成員に狙いが定められ、彼らがまもなく喫煙をやめた。指導

者たちが喫煙をやめて 1 年ほどで、集団のかなりの数の構成員も喫煙をやめた。これは、集団

の行動に仲間が良い影響を与えることができるということを示している。 

 

 

 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: 仲間のリーダーは他の集団の構成員全体に強い影響力を持っている。この影響力は社会の全

ての分野でプラスの変化に影響を与えるために利用することができるし、また利用されるべき

だ。薬物乱用、軽犯罪の率を著しく低くすることができるはずだし、また、より重大な社会悪、

例えば、強盗などの事件を減らすことさえ可能なはずだ。 

 

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: 集団内の構成員に対する仲間の指導的立場のものが持つ影響力を使うのは、場合によっては

良い考え出し、うまく行く。グループのリーダーが持つ影響力によって、いくつかのグループの

構成員の間での喫煙率がうまく減ったということを、ある研究はまさしく示している。指導的立

場の者が喫煙をやめてしばらくして、多くの他の者たちも喫煙をやめた。しかし、このやり方は

一貫して効果的である、とは言えないことも明らかにされている。他の研究によれば、同じ方法

は薬物乱用をやめさせるように作られたプログラムでは、うまく働かなかった。このことは、集

団の指導者の役割が喫煙防止プログラムの場合ほどは関連性がなかったということを示唆してい

る。必要な変化の分野に合理的に的を絞った、それぞれ個別のプログラムが作られるべきなの

だ。 
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 9  Closing Dialogue 

 

E: 社会の悪い習慣を変えることができる特効薬はないと思うんだが、君は同意するかい。 

T: 悲しいかな、ここにある研究は、どちらかといえばその方向を示しているようだね。でも、

よい知らせもある。目標とする行動がうまく選択されていれば、仲間のリーダーたちが、かなり

の良い影響をグルーに対して与えることもありうる。社会は複雑だし、様々な問題に対処するた

めに、我々は様々な働きかけ方をする必要があるようだね。 

E: テツ、その通りだ！ 良い模範となる人はいつも大切なんだ。日本の若い喫煙者の数は確かに

減少している。最近は多くの人が喫煙を格好いいものだと思っているとは思えないしね。しかし、

残念なことにいつも悪い習慣はというのはあるものだよ。 

T:  例えば？ 

E: とりあえず、二つだけ上げると、テレビゲームの遊びが広がっていることや、携帯電話への

過度の依存をとても心配しているよ。 

T: まさにその通りだね！ ほとんどの人たちはいつもつながっている状態がないと、社会の完全

な一員であることを感じないようだ。ああ、厄介な考えだな。ちょっと休憩がしたいと思うんだ

けど。 

E: タバコを吸いに外へ行くのかい？ ふーむ、それはストレス解消になるのかな。その習慣は僕

も始めるべきかもしれないな。 

T: だめだよ！ それは従うべき仲間からの圧力の種類ではないよ。僕の良い振る舞いを真似して

くれよ。 

E: いい忠告だ。君には確かにたくさんの素晴らしい資質がある。賢い模倣者でいるようにする

よ。 

T: 皆さんに、その点について考えてもらうことにしよう。それでは、この辺で… 

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。 


