
1 
 

Listen and Speak!  らくらく英検２級 

    ～ 英語ができる人になる ～ 

 

第 5 回 Which do you choose, healthy food or junk food?  日本語訳  

 

 

 ＊ はじめに ＊ 

 

 この番組は英検でおなじみの、日本英語検定協会がお送りする、すべての『英語ができる人』

になりたい人たちのための番組です。これから英検２級や準２級を目指す人はもちろん、さら

にその上を目指して、本当に『英語ができる人』になりたいというあなたにとって必ず役にた

ちますよ。後半はちょっと難しかったり、大変だったりするかもしれませんが、私、伊藤太と

頼れるパートナーの Gary Scott Fine がしっかり『英語ができる人』になりたいあなたをサポ

ートします。 

 

  はい、この番組はあなたが英検の試験で合格するのに役立つだけではなく、あなたの英語力、

とくに聞く力と話す力を高めるのに役立つことでしょう。しかし、この番組の本当の目的は英

語そのもの以上のものを学びとるお手伝いをすることです。 

 

  私たちはあなたが英語ができるかどうかだけではなく、あなたが英語を使って何ができるかに

興味をもっています。 

 

  

 

 

Program Number 5 “Which do you choose, healthy food or junk food?”  

 

今回のタイトル “Which do you choose, healthy food or junk food?” は、「あなたは健康的な食

べ物とジャンクフードのどちらを選びますか」という意味ですね。ちなみに “junk food” の定

義は “food that is easy or quick to prepare but is not good for one’s health” つまり、「簡単に

食べられるけれど健康に良くない食品」となります。アメリカでは近年、ジャンクフードによ

る健康悪化の問題が深刻化していますが、特に “Child Obesity” 「子どもの肥満」はよく取り

上げられます。肥満という意味の単語、 “obesity” は是非覚えておいて下さいね。それから、

この Child Obesity には現代社会特有の問題が潜んでいて、驚きの事実も明らかになっていま

す。今回は、こうした問題に触れながら、様々な知識を英語で身に付けて行きましょう。それ

から、今回、文法面では “Forms of Comparison” つまり、「比較の文」がよく出てきますから、

これも実際の使い方を楽しみながら勉強して行きましょう。 “Which do you think is better, 

healthy food or junk food?”  
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■Introduction 

 

G: やあ、フトシ。体重増えたかな。 

F: ああ、それがどうしたって言うんだい。  

G: あれ、怒ってるみたいだね。気を悪くしちゃったかな。 

F: いやいや、ごめん。ちょっと怒ってるふりをして君をからかおうとしたんだよ。  

G: ははは、相変わらず、古狸だね、君は。 

F: はは、でも君が言うとおり、実際に太っちゃったんだよ。君も知っての通り、僕はバランスの

良い食事をとることにしてるんだけどね。  

G: ああよく知ってるよ。でも、君の新しい奥さんの方が前の奥さんよりずっと料理が上手いのも

知ってるけどね。  

F: ああ、それで前よりたくさん食べてるんだよ。 

G: うーむ、フトシ、君はまったく太ってはいないし、バランスのいい食事をとることで身体をき

ちんと維持してるよ。 実際、大抵のアメリカ人と比べれば、君は細いとみなされるよ。それ

から、君も知ってると思うけど、日本の肥満率はアメリカに比べるとずっと低いしね。 

F: そうだね。アメリカ人は日本人よりずっとたくさんのジャンクフードを食べるからね。 

G: そう、その通り。だけど、それがアメリカでの肥満問題の唯一の理由というわけではないんだ。

この問題の背景には多くの要因があって、その中には君が想像するよりずっと恐ろしいものが

あるんだよ。  

F: 本当？ 背景にあるものが是非知りたいよ。   

G: オーケー、フトシ。比較の文を含む役立つ表現を学ぶことにしよう、その中で肥満の問題につ

いてより多くのことが明らかになってくるから。  

F: それはいい考えだね。  

G: じゃあ、今日のエクササイズを始めよう。 

F: そうしよう！ それでは… 

G/F: 始めよう! 

 

 

 

１ Exercise 1  dialogue 

 

  これから流れる男女の対話を聞いて、後の問いに答えて下さい。これから流れる対話は過去の

英検に出題されたリスニング問題の一つです。実際の問題は、対話を聞いてから適当な選択肢

を選ぶ形式ですが、ここではちょっと頑張って、ゲーリーの質問に自分の言葉を使って英語で

答えてみるようにして下さい。いいですか、もう一度言いますよ。対話を聞いた後、ゲーリー

の質問に自分の言葉で答えて下さいね。二次試験の面接対策にもなりますし、とても役に立ち

ますよ。それでは、始めます。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年度第 2回準 2級第 16 問】 

 

男性：すみません。 

女性：はい、何でしょうか。ご注文はお決まりですか。 

男性：実は一つ質問があるんです。この店のカレーで一番ヘルシーなのはどれですか。 

女性：そうですね。豆を使ったカレーは他のカレーほど脂肪分がありませんので、それをお勧

めします。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：なぜウエイトレスは豆カレーを薦めているのですか。 

 

 

■語彙と表現を学ぼう 

それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. ～する準備が整っている、もう～できる  be ready to ～ 

2. 注文する     order 

3. 脂肪、脂肪分     fat 

4. 推薦する、勧める    recommend 

 

 

 さて、ほんの少しだけ会話の内容に触れてみましょう。場面はレストランで、男性客がカレー

を注文するところのようですね。答えはさほど難しくありませんが、代名詞を使うことや、冠

詞をきちんと発音すること、それからやや複雑な語順などに注意して、できるだけ滑らかに答

えるよう頑張ってみましょうね。 

 

対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013 年度第 2回準 2級第 16 問】 

 

男性：すみません。 

女性：はい、何でしょうか。ご注文はお決まりですか。 

男性：実は一つ質問があるんです。この店のカレーで一番ヘルシーなのはどれですか。 

女性：そうですね。豆を使ったカレーは他のカレーほど脂肪分がありませんので、それをお勧

めします。 
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次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：なぜウエイトレスは豆カレーを薦めているのですか。 

 

 

■模範解答 

 模範解答を聞いて、大事な点を考え、自分の答えと比較して下さい。 

 

 なぜなら、そのカレーには他のカレーほど脂肪分がないから。 

 

 では少し確認しましょう。Why does the waitress recommend the bean curry? 「ウエイトレ

スがそのビーンカレーを薦めたのはなぜですか」という問いに対して答えは、Because it 

doesn’t have as much fat as the others. 「そのカレーには他のカレーほど脂肪分が多く入って

いないから」となっています。as の位置に気を付けて下さいね。as much as してはいけませ

ん。元々「脂肪分が少ない」it doesn’t have much fat. つまり、「much fat はないから」と言

いたいわけですから、much fat は離さずに it doesn’t have as much fat as the others.としま

しょう。  

 

 

 

２ Exercise 2  passage  

 

このエクササイズでは、短い文章が読まれた後にゲーリーが１つ質問をしますので、自分が

思ったことを自由に答えて下さい。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対してま

っすぐ答えて下さいね。 

 

英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年第 3回 2級第 22 問】 

 

  大抵の人々は、ジャンクフードはおいしいから人気があると思っています。しかし、研究に

よって、人々はある状況にいるために不健康な食品を食べることが明らかになっています。例

えば、人々はオフィスのような部屋よりも映画館にいる方がより多くのポップコーンを食べま

す。その研究によれば、私たちは食べ物の味よりも習慣によってものを食べることが多いとの

ことです。  

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問： この文によれば、人々はオフィスよりも映画館にいる方がジャンクフードをより頻繁に 

        食べるのでしょうか。その理由も考えてそれを自分の言葉で説明して下さい。 

 

さあ、きちんと聞き取れましたか。それでは、少し語彙と英文の表現を確認しましょう。 
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■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. 高カロリーで栄養価が低い食べ物 junk food 

2. ある状況では    in a certain situation 

3. 例えば～など    such as ～ 

4. むしろ～より    rather than ～ 

 

それでは、答え方について少しヒントを出しますね。まず、“do people eat junk food ～?” と

いう質問ですから、これには Yes または No で答えましょう。次にその理由を答えるわけです

が、Please think of the reason and explain it in your own words. つまり、passage の言葉を

そのまま使うのではなく、できるだけ “in your own words” 自分の言葉や表現を使って答える

ようにしましょう。例えば、passage そのままに、The research suggests that we often eat foods 

because of our habits rather than because of the taste. と答えたのでは自分の言葉を使うこ

とにはなりませんね。少し表現を加えたり変えたりする練習を積むのは、「英語ができる人」に

なるとても良い方法ですから、納得いくまで頑張ってみましょう。 

 

 

英文を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年第 3回 2級第 22 問】 

 

  大抵の人々は、ジャンクフードはおいしいから人気があると思っています。しかし、研究に

よって、人々はある状況にいるために不健康な食品を食べることが明らかになっています。例

えば、人々はオフィスのような部屋よりも映画館にいる方がより多くのポップコーンを食べま

す。その研究によれば、私たちは食べ物の味よりも習慣によってものを食べることが多いとの

ことです。  

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問： この文によると、人々はオフィスよりも映画館にいる方がジャンクフードをより頻繁に 

        食べますか？ その理由も考えてそれを自分の言葉で説明して下さい。 

 

 

■模範解答 

模範解答を聞いて、自分の答えと比べて下さい。 

質問： この文によると、人々はオフィスよりも映画館にいる方がジャンクフードをより頻繁に 

        食べますか？ その理由も考えてそれを自分の言葉で説明して下さい。 
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模範解答１ 

 はい、そうです。私は、その理由は人々が実際に食べるものは、その味よりも人々の食習慣によ

り左右されるからだと思います。そして、ジャンクフードのイメージはオフィスや他の働く場所

よりも映画館のような場所とより関連性があるからだと思います。 

 

模範解答２ 

 はい、そうです。私は、人々の食習慣の方は味よりも状況とより関係しているからだと思います。

また、人々は映画館よりもオフィスのような場所でジャンクフードを食べるのはより不適切だと

思うからかもしれません。 

 

さあ、どうでしたか。聞き方に対して答え方を合わせるだけでなく、相手が聞きたいことやそ

の主旨を考えて精一杯答えようとすることが「英語ができる人」になる大切なポイントの１つで

す。実際の会話で相手が興味を持つのは、あなたの英語が正しいかどうかではなく、あなたがど

う感じ、どう思うかです。間違いを気にせず、自分が思うことを伝えましょう。 

 

間違いを恐れないようにしましょう。その代わりに、自分の間違いを機会としてみつめましょ

う。間違いをすればするほど、あなたの英語を改善する機会もより多く見つかるようになりま

すよ。  

 

 

■英文を使った反復練習 

さあ、ここからは、放送された英文について Repetition Drill を行います。repetition は反復

でしたね。ポーズの間にゲーリーの英語をできるだけそっくりに真似してみましょう。単語の

発音だけでなく、イントネーションや雰囲気も真似して下さいね。 

 

1) 反復練習 

それぞれにポーズの間に反復して下さい。何度も繰り返して練習して下さいね。そうすれば、き

っともっと上手くできるようになりますよ。 

準備はいいですか。それでは、始めます。  

 

Most people think that junk food is popular / 

because it tastes good. // 

However, research shows that people often eat unhealthy food / 

just because they are in a certain situation. // 

For example, people eat more popcorn in a movie theater / 

than in a room such as an office. // 

The research suggests that we often eat foods because of our habits / 

rather than because of the taste. // 
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どうでしたか。上手に真似ができると楽しいですね。さあ、次は「英語ができる人」は必ずと

言っていいほど練習するシャドウイングにいきます。私が実際、少しシャドウイングのお手本

を示しますね。ゲーリーの後に続いてシャドウイング、つまり、ゲーリーの言葉の影を追うよ

うな形で、聞きながらゲーリーの言葉を真似していきます。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

 (G → F) 

Most people think that junk food is popular / 

because it tastes good. // 

However, research shows that people often eat unhealthy food / 

just because they are in a certain situation. // 

For example, people eat more popcorn /  

in a movie theater than in a room such as an office. // 

The research suggests that we often eat foods /  

because of our habits rather than because of the taste. // 

 

要領はつかめましたね。次は実際に自分で shadowing にチャレンジして下さい。shadowing

は自分で speaking をするという負荷をかけながら listening をするので、筋トレと同じように「耳

トレ」になります。必ず listening の能力が向上しますので、できるまで何度でも繰り返して下さ

い。 

聞く音声の方を大きくして、自分の声はあまり聞こえないようにすると一層効果が上がります

よ。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 

 

Most people think that junk food is popular / 

because it tastes good. // 

However, research shows that people often eat unhealthy food / 

just because they are in a certain situation. // 

For example, people eat more popcorn in a movie theater / 

than in a room such as an office. // 

The research suggests that we often eat foods because of our habits / 

rather than because of the taste. // 
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どうですか。できるようになるとすごく楽しいし、やりがいがあるでしょう。次はセンテン

スの途中に区切りはありませんよ。各センテンスの間も短いですから、一気にパッセージ全体

をシャドウイングできるように頑張ってくださいね。できたらとても達成感が得られますよ。 

 

3) シャドーイング練習 2 

センテンスの全体を最初から最後までシャドーイングして下さい。何度も練習して下さいね。き

っと達成感が味わえるはずです。 

準備はいいですか。それでは始めます。 

 

Most people think that junk food is popular because it tastes good. // 

However, research shows that people often eat unhealthy food just because they are in a 

certain situation. // 

For example, people eat more popcorn in a movie theater than in a room such as an office. // 

The research suggests that we often eat foods because of our habits rather than because of the 

taste. // 

 

 

３ Challenge  passage & opinion 

 

さて、いよいよ最後のエクササイズ、チャレンジのコーナーです。ここからは一気に英語だけ

で進めて行きますから、しっかり集中してくださいね。 

 

次の英文を聞いて、ゲーリーの質問に答えて下さい。【2013 年第 2 回 準 2 級 第 23 問】 

 

昨日、スティーブンは 6 歳の孫娘のマリーを遊園地に連れて行きました。昼食後、スティーブ

ンはマリーにアイスクリームかキャンディが欲しいかと尋ねましたが、マリーはいらないと答

え、その代わりにできればピーナッツやヨーグルトのようなより健康的なお菓子が食べたいの

だけれど言いました。スティーブンは驚きましたが、マリーにピーナッツを買ってあげました。 

 

さて、これからゲーリーがこの文について幾つか重要な点を挙げ、そして質問をします。その質

問に答えてください。できるだけ上手く自分の意見を表現できるようにして下さい。 

 

この文によれば、マリーという名前の 6 歳の女の子は祖父の勧めにもかかわらずアイスクリ

ームもキャンディも食べたがりませんでした。その代わり、彼女はより健康的なお菓子を好ん

だのです。私自身、とくに米国の科学者らによる新たな研究を考えると、3 歳の男の子の父親

として、このエピソードから学ぶべきだと思います。その研究グループによると、米国におけ

る肥満の子どもの数は 20 年前の約 3 倍になったとのことです。彼らはこうした傾向をもたらし

た主要な要因を幾つかリストアップしました。その中で私が最も関心を引かれたのは、ある種
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のテレビコマーシャルの数もこの 20 年の間に 3 倍になったというものです。それらは、実は、

幼い子どもたちを狙った広告なのです。  

あなたはどう思いますか。  政府はジャンクフードの広告を全面的に禁止すべきでしょうか。

理由を含めてあなたの答えを説明して下さい。 

 

 

■模範解答 1 

さあ、フトシの言うことに耳を傾けてみましょう。彼が模範解答を提示します。よく聞いて自分

の答えと比べて下さい。 

 

私は基本的にこの考えに賛成です。私は、政府は有害なジャンクフードから子どもたちの健康を

守るために必要な策を講じるべきだと思います。第一に、大抵のジャンクフードは何の歯止めも

受けずに放置されてきました。政府はこのことに対してもっと責任を負うべきです。さらに、ジ

ャンクフードの広告に対する適切な指針が確立されるべきです。これは肥満の子どもの数を減少

させるのに役立つかもしれません。従って、私は、適切な規制を通じて、こうした有害な広告を

止めさせるよう政府はもっと多くの努力をするべきだと考えます。 

 

どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点は分かりましたか。オ

ーケー、それでは、彼がたった今言ったことを説明しますから、よく聞いてください。 

 

はい、ゲーリーは、マリーという 6 歳の女の子がアイスクリームやキャンディではなく、も

っと健康的なおやつを自分から求めたことを説明した上で、自分も 3 歳の息子を持つ親として

参考にしたいと言っています。私も同感です。そして、ゲーリーはある研究結果を紹介してく

れました。その研究によれば、アメリカでは肥満の子どもの数がこの 20 年で 3 倍になっている

と同時に、同じくこの 20 年で子どもをターゲットにしたジャンクフードのテレビコマーシャル

も 3 倍になっているとのことです。少しぞっとする話ですね。そこで、ゲーリーは、政府はジ

ャンクフードの広告を全て禁止すべきか否か。そして理由は何かと尋ねましたね。 

これに対して私は、基本的に賛成であること、そして政府は子どもたちを有害なジャンクフ

ードから守るために必要な措置を講じるべきだと主張しました。その上で、今回も First, ～. 

Moreover, ～. と大きく 2 つの根拠を提示しましたが、この 2 つに共通点があることに気が付

きましたか。私は初めの主張部分で、  “the government should take some necessary 

measures.”という表現を使いました。しかし、この “some necessary measures” には具体性

がなく、これだけでは説得力が不十分です。これを First, ～. Moreover, ～. でそれぞれ同様

に should を使って具体的に、「どんな measures 手段を取るべきなのか」を提示しています。

このように、初めに some measures と大まかに提示した後、その measures を具体的に示す

という根拠の提示方法は、大変よく使われる非常に有効な方法ですから、是非、真似してみて

下さい。 

英検のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして確認して下さいね。 
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■模範解答 2 

 

  さあ、今度はゲーリーの言うことを聞きましょう。彼が模範解答例を提示します。私の模範解答

よりも高度で難しいですから、注意して聞いて下さいね。そして、彼の言いたいことをできるだ

けよく聞き取って下さい。 

 

私はこの考えに反対です。ある特定の種類の広告全てを禁止するのは正しくないと思うからで

す。第一に、そうした規制は好ましくない前例となる可能性があります。政府は自分たちが求

める理由が何であれ、こうした前例を使うことで規制を悪用することが可能になるでしょう。

これは明らかに言論の自由に対する脅威となり得ます。さらに、子どもの健康に関しては、我々

がまず初めに考えるべきことは規制よりもむしろ教育です。我々は自分の子どもたちに自分自

身の健康にとって何が良くて、そうでないものは何かを教えることができます。もし、我々が

我々自身の教育の代わりに政府やその規制に依存し過ぎれば、子どもたちは自分自身で自分の

健康を守ることができるようには決してならないかもしれません。そういう訳で、私はこの考

えに反対なのです。 

 

 さあ、最後まで集中して聞くことができましたか。さすがにゲーリーの視点は広く、洞察も深い

ですね。この問題を「言論の自由」 “freedom of speech”と「教育」 “education” というどちら

も我々にとって極めて重要な観点から議論しています。ただし、ここにも「英語ができる人」に

なる大きなヒントがあるんです。テーマが何であれ、言論の自由や教育などのように重要な観点

から意見が言えれば、それは「いつでも使える決め台詞」になるということです。実はこうした

「決め台詞のパターン」を増やすと一気に英語力が上がりますよ。これも是非、英検のウェブサ

イトからスクリプトをダウンロードして確認して下さい。徹底的に真似して暗唱できるようにな

れば、あなたの英語力の貴重な財産になるかもしれません。 

 

さあ、フトシの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見の表現方法に注目

して下さい。 

 

（模範解答１） 

私は基本的にこの考えに賛成です。私は、政府は有害なジャンクフードから子どもたちの健康を

守るために必要な策を講じるべきだと思います。第一に、大抵のジャンクフードは何の歯止めも

受けずに放置されてきました。政府はこのことに対してもっと責任を負うべきです。さらに、ジ

ャンクフードの広告に対する適切な指針が確立されるべきです。これは肥満の子どもの数を減少

させるのに役立つかもしれません。従って、私は、適切な規制を通じて、こうした有害な広告を

止めさせるよう政府はもっと多くの努力をするべきだと考えます。 

 

さあ、ゲーリーの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見に集中して下さい。 
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私はこの考えに反対です。ある特定の種類の広告全てを禁止するのは正しくないと思うからで

す。第一に、そうした規制は好ましくない前例となる可能性があります。政府は自分たちが求

める理由が何であれ、こうした前例を使うことで規制を悪用することが可能になるでしょう。

これは明らかに言論の自由に対する脅威となり得ます。さらに、子どもの健康に関しては、我々

がまず初めに考えるべきことは規制よりもむしろ教育です。我々は自分の子どもたちに自分自

身の健康にとって何が良くて、そうでないものは何かを教えることができます。もし、我々が

我々自身の教育の代わりに政府やその規制に依存し過ぎれば、子どもたちは自分自身で自分の

健康を守ることができるようには決してならないかもしれません。そういう訳で、私はこの考

えに反対なのです。 

 

 

■結びの対話 

G: それで、フトシ、今回僕らはジャンクフードと肥満の関係に焦点を当て、そしてこの問題に関

連する幾つかの事柄について議論したよね。  

F: そうだね。英検の過去問から抜粋した対話と英文だけでなく、君が紹介してくれた関連的問題

もとても印象的だったよ。我々はそうした問題について他の多くの視点からも学ぶべきだね。 

G: そうだね、同感だよ。ところで、今回のポッドキャストで僕らは比較の文にも焦点を当てたね。

その中にある君の狙いは何だったのかな。 

F: 単に文法だけを目的とした文法の学習は全く不十分だよね。僕は食べ物と肥満の問題を比較の

文を練習するいい方法として使おうと思ったんだ。なぜなら、この話題は多くの比較できる事

を提供してくれるからね。例えば、ジャンクフード対ヘルシーフード、肥満対健康、日本対ア

メリカ、それから… 

G: 君の新しい奥さん対前の奥さん。 

F: もう、勘弁してよ！ 

 

さあ、今回のレッスンはどうでしたか。後半は少し難しかったかもしれませんね。是非、英検

のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして復習して下さい。それから何度も聞き直して、

自分でも話せるように練習してみてくださいね。Repetition や Shadowing だけでなく、話す

内容の構成を組み立てること、そして相手に伝えること、こうしたトレーニングを続ければ、あ

なたも必ず「英語ができる人」になります。ところで今回、第 5 回目のタイトルは “Which do you 

choose, healthy food or junk food?” でしたが、エクササイズの中では様々な「比較」の文が出

て来ましたね。今日の話題との関連を考えながら、是非、実際に自分の「持ちネタを増やすよう

な感覚」で、楽しみながら「使える表現」を身に付けて下さいね。それから、ゲーリーと私の会

話を友だちと一緒に真似してみるのも、「生きた英会話」の楽しい練習になるかもしれませんよ。 

 

それでは… 

また次回お会いしましょう！ 


