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

第 8 回 アレルギーについての注意 

＜日本語訳＞  

 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

T: おはよう、エドワード！ 今朝はボーイスカウトのような服装をしているね。いったい、どこ

へ行くのかな。 

E: そう！ 息子に学校の科学の課題を手伝ってやると約束したんだ。家の近くの山で、水晶や、

その他の鉱物を探しに、ハイキングに連れて行くのさ。 

T: なるほど。楽しい地質学の週末か。教育的な楽しみのようだ。じゃあ、楽しんできてよ。で

も、君は暑くてたまらなくなるんじゃないかな。長袖にジーンズ、チューリップハットに、医療

用マスクか？！ おおげさじゃないかな。 

E: これはあらゆるアレルギー誘発物質に対する私の防御の第一線だ。きっと、行った先で出く

わすんだなあ。本当にもう。 

T: それは大変だ。何に対してアレルギーがあるんだい。 

E: 世界だよ。風にのせて希望の花粉をばらまく、あらゆる木と植物だよ。人に知られているす

べてのアレルギーが私にはある。私が生まれた時、免疫系が一時的に品切れになっていたのだと

思う。バクテリアのいない世界に住めたらいいのにと思うよ。 

T: それって、実は、この美しい惑星上で我々が享受している素晴らしい生態系の多様性を減ら

すことになる。それに、バクテリアの中には、実は、非病原性のものがあって、我々には良いも

のなんだ。いいかい… 

E: ストップ！ 皆さんに、勉強しながら、この小さなものについての物語を紐解いてもらうこと

にしよう。秘密をもらさないように。 

T: 分かったよ。同じ考えだ、じゃあ、始めよう！ 

E: さあ、いってみよう！ 

 

 

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

 

アレルギーについての注意  (2014 年度 第 1 回 1 級 D No.17,  No.18) 

近年、先進国の中にはアレルギーの割合の著しい増加に悩んでいる国があるが、これは免疫系

の異常の兆候である。いくつかの研究が害のないバクテリアにさらされることが免疫系の調整に

はとても大切であることをすでに示唆している。例えば、フィンランドで行われた最近の研究で

は、普通のアレルギーがある十代の若者は皮膚の上にある非病原性、あるいは、善玉バクテリア

の数がアレルギーのない十代の若者より少ないということが分かった。さらに、その研究は皮膚

の上にある善玉バクテリアの多様性と、多様な自生植物がある環境で育つことに明確な相関関係
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があることを明らかにした。田舎の環境に住む被験者は善玉バクテリアをより多く持っており、

また、アレルギー源に対して感受性が低かった。 

アレルギーの発症を抑えるために研究者たちは多様な自生植物がある環境で時間を過ごすこと

を勧めている。これは大抵、言うのは簡単だが実行するのは難しく、特に都市部ではそうである。

そうした理由から、善玉バクテリアを分離して再生することを目指す研究者もいる。これで、そ

うしなければ健康的な免疫系を持てない人が健康的な免疫系を形成することが可能となる。しか

し、結局のところ、研究者たちはもっとも費用効果がよい解決方法は自然の中の生態系の多様性

を保護することに重点的に取り組むことであると、また、人々を善玉バクテリアにさらすために

都会の環境の中の緑地を増やすことだと示唆している。 

 

【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  フィンランドでの研究は、アレルギーについてどんなことを明らかにしましたか。 

No.2  研究者たちが考えている状況が改善される見込みがある一つの方法は、何ですか。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードの後について繰り返してください。 

 

1 免疫系 immune-system 

2 異常 malfunction 

3 さらすこと exposure 

4 調整する regulate 

5 (調査、実験を)行う conduct 

6 非病原性の nonpathogenic 

7 明確な positive 

8 相関関係 correlation 

9 多様性 diversity 

10 自生植物 native plant 

11 分離する isolate 

12 繁殖させる reproduce 

13 結局のところ ultimately 

14 生態系の多様性 biodiversity 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

アレルギーについての注意  (2014 年度 第 1 回 1 級 D No.17,  No.18) 

近年、先進国の中にはアレルギーの割合の著しい増加に悩んでいる国があるが、これは免疫系

の異常の兆候である。いくつかの研究が害のないバクテリアにさらされることが免疫系の調整に

はとても大切であることをすでに示唆している。例えば、フィンランドで行われた最近の研究で

は、普通のアレルギーがある十代の若者は皮膚の上にある非病原性、あるいは、善玉バクテリア

の数がアレルギーのない十代の若者より少ないということが分かった。さらに、その研究は皮膚

の上にある善玉バクテリアの多様性と、多様な自生植物がある環境で育つことに明確な相関関係

があることを明らかにした。田舎の環境に住む被験者は善玉バクテリアをより多く持っており、

また、アレルギー源に対して感受性が低かった。 

アレルギーの発症を抑えるために研究者たちは多様な自生植物がある環境で時間を過ごすこと

を勧めている。これは大抵、言うのは簡単だが実行するのは難しく、特に都市部ではそうである。

そうした理由から、善玉バクテリアを分離して再生することを目指す研究者もいる。これで、そ

うしなければ健康的な免疫系を持てない人が健康的な免疫系を形成することが可能となる。しか

し、結局のところ、研究者たちはもっとも費用効果がよい解決方法は自然の中の生態系の多様性

を保護することに重点的に取り組むことであると、また、人々を善玉バクテリアにさらすために

都会の環境の中の緑地を増やすことだと示唆している。 

 

【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  フィンランドでの研究は、アレルギーについてどんなことを明らかにしましたか。 

No.2  研究者たちが考えている状況が改善される見込みがある一つの方法は、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。 
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アレルギーについての注意 

近年、/ 

先進国の中には、アレルギーの割合の著しい増加に悩んでいる国がある、/ 

これは、免疫系の異常の兆候である。// 

いくつかの研究が、すでに次のようなことを示唆している / 

害のないバクテリアにさらされることが、免疫系の調整にはとても大切である。// 

例えば、フィンランドで行われた最近の研究では、/ 

次のようなことが分かった / 

普通のアレルギーがある十代の若者は / 

皮膚の上にある非病原性、あるいは、善玉バクテリアの数が少なかった / 

アレルギーのない十代の若者よりは。// 

さらに、その研究は、次の二つの間に、明確な相関関係があることを明らかにした / 

皮膚の上にある善玉バクテリアの多様性と / 

多様な自生植物がある環境で育つこと、この二つの間に。// 

田舎の環境に住む被験者は、善玉バクテリアを、より多く持っており / 

また、アレルギー源に対して、感受性が低かった。// 

アレルギーの発症を抑えるために、研究者たちは次のようなことを勧めている / 

多様な自生植物がある環境で時間を過ごすことを。// 

これは、大抵、言うのは簡単だが実行するのは、難しい。特に都市部ではそうである。// 

そうした理由から、善玉バクテリアを分離して再生することを目指す研究者もいる。// 

これで、健康的な免疫系を形成することが可能となる / 

さもなければ、健康的な免疫系を持てない人々にとって。// 

しかし、結局のところ、研究者たちが示唆しているのは / 

最も費用効果が良い解決方法は、自然の中の生態系の多様性を保護することに重点的に取り組む

ことだ / 

また、人々を善玉バクテリアにさらすために、都会の環境の中の緑地を増やすことだ。// 

 

 

 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、No.1 「フィンランドでの研究は、アレルギーについてどんなことを明らかにしました

か。」に対する君の答えはどうだろう。 

E: その研究は、一般的なアレルギーに苦しむ十代の若者は他のアレルギーのない十代の若者に

比べて、皮膚の上の非病原性、あるいは善玉のバクテリアが少ないことを明らかにした。 
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T: ありがとう。No.2 「研究者たちが考えている状況が改善される見込みがある一つの方法は、

何ですか。」についてはどうかな。 

E: 研究者たちはたくさんの自生植物がある環境で時間を過ごすことを勧めている。 

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: 高い水準の衛生状態がある近代的な都会の環境に私は住んでいる。この高い生活水準はバク

テリアや他の病原体があまりいないので、私の持続的な健康と福祉を保証するのに適しているは

ずだ。 

 

E: 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: 私はそうは思わない。もし、我々が健康でいたいのなら、実は、良性の種類のバクテリアや

ウィルスが必要なのだ。もちろん本当に害のある微生物には一切触れることを避けるべきだが、

種類によっては我々の免疫系に役立つものも実際あるのだ。最近の研究で、良性のバクテリアに

触れることがアレルギーの発症を防いでくれることが明らかになった。皮膚の上に多様なバクテ

リアがある人はアレルギーになる傾向が少ない。都市での暮らしは便利であるが、田舎の環境は

多様なバクテリアを我々に提供してくれ、そのバクテリアは見た目と違って恵みとなる可能性が

あるのだ。 

 

 

 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: 都市で広大な緑の場所を見かけると、そんな場所はもったいないと感じる。土地の価格は都

会では高いので、そうした場所をより経済的に健全な方法で使うことを考えるべきだ。公園でく

つろぎたいのなら少し田舎へ旅行してそうすればよい。税収を使って確保され維持されている高

価な公園で毎日の散策をする必要はない。いつも無駄でないかどうかを心に留めておくべきだ。 
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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: 都市部の緑地は、実は、とても大切だ。君が言った通り、都市部では土地の価格が比較的高

く、公金の利用ということを考慮に入れるのは賢明なことだ。しかし、あのような緑地は子供た

ちの健康に極めて重要だ。いくつかの研究によると、我々はアレルギーに対して自分たちを強く

するために、多様な善玉バクテリアにさらされるべきなのだ。科学者たちは皮膚の上の善玉バク

テリアの多様性と、アレルギーがないことについて相関関係があることを発見している。田舎の

環境で育っている子供たちは皮膚の上に善玉バクテリアをよりたくさん持っており、アレルギー

によりかかりにくいようだ。生態系の多様性を維持することは自分たちをアレルギーに対して強

くするために費用効果が良い方法なのだ。それゆえに、この素晴らしい緑地帯を維持することは

とても大切なのだ。 

 

 

 9  Closing Dialogue 

 

T: いいかい、エドワード、オールドスカウト、今日ハイキングで出くわすその小さな生物を君

は大切にすべきだよ。長い目で見れば、それらの生物は君を助けてくれる。 

E: それらの生物は私の息子には役に立つかもしれないが、私には遅過ぎるよ。私はすでに、こ

の世であらゆるアレルギーの生きる事例研究となっているからね。 

T: まあ、そういうことなら、今日の幸運を祈るよ。はい、これ、予備のマスクをあげるよ。い

つも、研究室にひとつ保管しているんだ。 

E: 大変ありがたいよ。我々アメリカ人は外科手術用のマスクをあまり着用しない。ここに何年

も住んでいるが、実を言えば、マスクをするといつも銀行強盗をしに行くような気持ちになるん

だ。 

T: あれまぁ！ 銀行をやるなんてことをしないようにしてくれよ！ 良性のバクテリアだって警察

からは君を守ってくれないだろうから。 

E: 名言だ！ さて、皆さんに我々が今日話した考えについて考えてもらう時間がきたようだ。 

T: そうだね。皆さんは、バクテリアが我々に良いものであり得るということを信じますか。皆

さんは、もっと、母なる自然の恵みに身をさらそうとするでしょうか。 

E: 少し、考えてみてください。もちろん英語で！ では、次回まで、 

T&E:  またお会いしましょう！ 
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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。 

 

 


