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

第 10 回 公正な取引？ 

＜日本語訳＞  

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

T: おはよう、エドワード。ジョギングのいでたちじゃないか。健康のための朝のランニングに

出掛けるのかい？ 

E: いかにも、そのとおり。さらに言えば、私は、「成功にはそれなりの服装」という古い格言に

従っているんだ！ 

T: 確かに、ジョギングにぴったりの服装だ。高級ランニングシューズ、粋な野球帽、軽いパン

ツにタンクトップ、それと、えっと、リュックサック！ 中には、何が入っているんだい？ 

E: バナナだよ。おいしい、熟したバナナさ！ 

T: あの、走りに行くんだったよね。ま、近所にたくさんサルが住んでいるのは知ってるけど、

でも、健康のために走るにあたって、サルに餌をやらねばならないと感じているのかな。 

E: まったく、違うんだ。バナナは、まさしく走る人のための食べ物なのさ。バナナには、とて

も大切な栄養素、例えば、ビタミン B6、カリウム、それにマグネシウムが含まれているんだ

よ。さらに、テツ、近所のスーパーマーケットは、うれしいことにバナナの価格戦争をやってる

んだ。1 週間の間ずっと、値段は下がり続けている。実は、それが、私がジョギングを再び開始

した理由なのさ。 

T: 君は、他者の犠牲のもとに、安いバナナを楽しんでいるのかもしれないよ！ 

E: 私に罪の意識を持たせようとしているのは分かってたさ！ 見てごらん、テツ、私は貧困な

国々で働く人々の権利を大いなる支持しているし、意外かもしれないが、このいとしき黄色い果

物は、フェアトレード財団の認可を受けているんだ。末端の小売店は、現に、割増料金を栽培者

たちを支えるために払っているんだ。 

T: もっといろいろなことが、君の安いバナナには隠されているんだよ、エドワード！ 知ってる

かい… 

E: 止め！ もう言わないで。バナナの皮に足を滑らすようなヘマをしないで！ 聞いている皆さん

に、自分たちでこのすべてを聞いてもらおう。 

T: そうだね！ 皆さん、用意はいいですか。始めましょう！ 
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 2  Listen to the passage and answer the two questions that follow. 

 

公正な取引？  (2014 年度 第 1 回  1 級 E  No.19, No.20) 

 

 富める国の消費者は、フェアトレード財団によって証明された生産物を買うとき少額の割増料

金を払う。財団は、割増金からの利益を、生産組織の栽培者と労働者の条件や権利の改善向上の

ために使うことを、開発途上国の生産組織に要求をする。専門家の中には、しかしながら、必ず

しもそうならない、という人達もいる。例えば、ドミニカ共和国産のフェアトレードのラベルが

貼られたバナナのうち、かなりの割合のものがハイチ人の不法労働者によって、収穫されている。

フェアトレードのバナナ農場でも、そうではない従来型のバナナ農場でも同じように、ほとんど

のハイチ人労働者は、昇進する機会を与えられておらず、なんとか食べていけるだけの賃金をも

らい、ドミニカ共和国内での法的地位はなにもない。 

 イギリスのフェアトレード財団は、多くの労働者が、厳しい条件で生活していることを認めて

いるが、スーパーマーケットのチェーンの価格戦争を非難している。顧客を集めるために、バナ

ナのような生産物を、スーパーマーケットは非現実的な低価格で提供していると、財団は言って

いる。それで、少しの割増料金を受け取った後でさえ、フェアトレードを実践する生産者は、労

働条件を改善することができない。最近イギリスで制定された法律は、スーパーマーケットが価

格を人為的に下げられる幅を制限することによって、この状況を改善することを狙っている。し

かし、この法律が厳密に施行されないと、商品が、その名前に見合うものであることを保証する

ことは、フェアトレードを実践する生産者にとって、困難なままであろう。 

 

【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  何人かの専門家たちは、フェアトレード商品について、どんなことを言っているのですか。 

No.2  話者は、最近のイギリスの法律の目標が、どんなことであると言っていますか。 
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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 認証する certify 

2 割増料金 premium 

3 ラベルを付ける label 

4 ハイチ人の Haitian 

5 昇進する機会 opportunity for advancement 

6 やっと、～するのに十分な barely enough to ～ 

7 法的な地位 legal status 

8 ～を事実だと認める acknowledge 

9 過酷な状況 harsh conditions 

10 法案を成立させる enact a bill 

11 改善する remedy 

12 人為的に artificially 

13 厳密に rigorously 

14 執行する enforce 

15 ～にかなう live up to ～ 

 

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

 

公正な取引？  (2014 年度 第 1 回  1 級 E  No.19, No.20) 

 

 富める国の消費者は、フェアトレード財団によって証明された生産物を買うとき少額の割増料

金を払う。財団は、割増金からの利益を、生産組織の栽培者と労働者の条件や権利の改善向上の

ために使うことを、開発途上国の生産組織に要求をする。専門家の中には、しかしながら、必ず

しもそうならない、という人達もいる。例えば、ドミニカ共和国産のフェアトレードのラベルが

貼られたバナナのうち、かなりの割合のものがハイチ人の不法労働者によって、収穫されている。

フェアトレードのバナナ農場でも、そうではない従来型のバナナ農場でも同じように、ほとんど

のハイチ人労働者は、昇進する機会を与えられておらず、なんとか食べていけるだけの賃金をも

らい、ドミニカ共和国内での法的地位はなにもない。 

 イギリスのフェアトレード財団は、多くの労働者が、厳しい条件で生活していることを認めて

いるが、スーパーマーケットのチェーンの価格戦争を非難している。顧客を集めるために、バナ
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ナのような生産物を、スーパーマーケットは非現実的な低価格で提供していると、財団は言って

いる。それで、少しの割増料金を受け取った後でさえ、フェアトレードを実践する生産者は、労

働条件を改善することができない。最近イギリスで制定された法律は、スーパーマーケットが価

格を人為的に下げられる幅を制限することによって、この状況を改善することを狙っている。し

かし、この法律が厳密に施行されないと、商品が、その名前に見合うものであることを保証する

ことは、フェアトレードを実践する生産者にとって、困難なままであろう。 

 

【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  何人かの専門家たちは、フェアトレード商品について、どんなことを言っているのですか。 

No.2  話者は、最近のイギリスの法律の目標が、どんなことであると言っていますか。 

 

 

 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。 

 

公正な取引？ 

富める国の消費者は、生産物を買うとき / 

フェアトレード財団によって証明された生産物を買うとき、/ 

彼らは、少額の割増料金を払う。// 

財団は、開発途上国の生産組織に要求をする / 

割増金からの利益を使うことを要求する / 

生産組織の栽培者と労働者の条件や権利の改善向上のために。// 

専門家の中には、しかしながら、必ずしもそうならない、という人達もいる。// 

例えば、/ 

ドミニカ共和国産のフェアトレードのラベルが貼られたバナナのうち、かなりの割合のものが / 

ハイチ人の不法労働者によって、収穫されている。// 

フェアトレードのバナナ農場でも、そうではない従来型のバナナ農場でも同じように、/ 

ほとんどのハイチ人労働者は、昇進する機会を与えられておらず、/ 

やっと、なんとか食べていけるだけの賃金をもらい、/ 
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ドミニカ共和国内で、何も法的地位がない。// 

イギリスのフェアトレード財団は、認めている / 

多くの労働者が、厳しい条件で生活していることを、/ 

しかし、スーパーマーケットのチェーンの価格戦争を非難している。// 

財団は次のようなことを言っている、顧客を集めるために、/ 

スーパーマーケットは、バナナのような生産物を提供している / 

非現実的な低価格で。// 

それで、少しの割増料金を受け取った後でさえ、/ 

フェアトレードを実践する生産者は、労働条件を改善することができない。// 

最近イギリスで制定された法律は、この状況を改善することを狙っている / 

スーパーマーケットが、価格を人為的に下げられる幅を制限することによって改善することを狙

っている。// 

しかし、この法律が厳密に施行されないと、/ 

フェアトレードを実践する生産者にとって、次のようなことは困難なままであろう / 

生産物が、その名前に見合うものであることを保証することは、困難なままであろう。// 

 

 

 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。No.1 「 何人かの専門家たちは、フェアトレー

ド商品について、どんなことを言っているのですか。」 

E: 何人かの専門家たちは、割増料金がフェアトレード商品に支払われても、そのお金は、時と

して実際の労働者には届かない、と言っている。 

T: ありがとう。No.2 「話者は、最近のイギリスの法律の目標が、どんなことであると言ってい

ますか。」については、どうですか。 

E: イギリスの最近の法律は、スーパーマーケットが価格を下げられる範囲を制限することによ

ってフェアトレードの実践をより効果的なものにすることを狙っている。 

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。 
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E: 先日、私は、フェアトレード商品のラベルが貼ってあるパイナップルを見つけた。そのパイ

ナップルは、別の陳列棚にあった他のパイナップルよりも、少し高かった。論理的に考えて当然、

私は、二つの種類のうち、安い方を買うことにした。どちらも、確かに、品質は同じように見え

た。よりたくさんお金を払うことはないだろう。 

 

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: 次回は、フェアトレード商品を買ってください。フェアトレード商品は割増料金が含まれて

いるから、少し高い。フェアトレード財団は、それらの商品をフェアトレード商品として認証し、

消費者からこの割増料金を集めている。これらの資金は、発展途上国の労働条件を改善する意図

を持って、開発途上国の生産組織へと渡される。フェアトレード商品を買うことにより、困難な

状況で働く人々の生活条件の改善に、小さいが、意義深い貢献をすることができるのです。 

 

 

 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: フェアトレード財団は、素晴らしい仕事をしているようだ。効果的に、開発途上国の労働者

の生活条件を改善する手助けをしている。単に、フェアトレードのラベルを強く求めるだけで、

我々は、速く先進国と途上国の間の格差を縮めることを始められるのです。こうしたことは、値

段の少しの違いに値するものではありませんか。 

 

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: 確かに、財団がよくやっていることには、同意する。しかし、問題もある。例えば、ドミニ

カ共和国では、バナナの生産に多くの不法労働者が関わっている。これらの労働者は、（悲しい

ことに）法的な地位もなく、それゆえに、昇進の機会もほとんどない。財団からのお金は彼らに

届かない。 

次に、価格競争がこの制度の力を奪っている。例えば、多くのスーパーマーケットが、競合相手

との価格競争で戦うために、開発途上国からの商品の値段を人為的に下げている。これらの商品

は、しばしば、非現実的な安値で販売される。生産者たちは、消費者から割増料金を受け取った

あとでさえ、意味を成す儲けを得ることができない。したがって、労働条件は改善されないまま

である。 
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イギリス政府は、スーパーマーケットが、人為的に価格を下げられる幅を制限するための法律を

制定した。この法律が、厳密に施行され、この悲しい状況が改善されることを、私は願っている。 

 

 

 9  Closing Dialogue 

 

T: 君の特売バナナについて、どう感じているのかな、ジョギングする友よ？ 

E: もう、私はフェアトレード商品の、本当の信奉者になってしまったよ。私は、安いバナナを、

二度とじっと見ることはできないだろう。 

T: いいヤツだ！ 世界中の友達を応援しよう。 

E: でも、この記事は、フェアトレード実践の効果について、いくつか興味深い問題点を提起し

ている。聞いてもらっている皆さんは、きっと、それぞれに意見が出てくると思う。 

T: 真剣に考える価値が充分ある問題だ。とりあえず、それを君が買ってしまったのだから、僕

に、その、よかったら・・・ 

E: バナナを食べたいのかい？！ そう言ってよ。はいどうぞ。2 本だ。リュックにいっぱい持っ

てるんだから！ 

T: ありがとう、エドワード！ 

E: さて、また、ひとつの偉大なる我々の英検ポッドキャストシリーズの終わりだ。皆さん、こ

の 1 年間、聞いてくださってありがとう。 

T: 本当にそうだね！ ということで、最後に言っておきましょう。英語があれば、世界は、思い

のままだ！ 

E&T: 世界への扉を開こう！！ 

 

 

★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。 

 


