
ま え が き

テレビを見ていると、かわいいアニメのキャラクターが登場する英会話学校の CMが
流れてきました。このキャラクターが英語とどう関係するのかわかりませんが、「いっぱ
い聴いて、いっぱい喋る」その教育方針には、ちょっと考えさせられるものがあります。
たしかに英語の学習には、大量の音声英語に長時間接することが不可欠です。ネイテ

ィブ・スピーカとコミュニケーションを試みることも必要です。
しかし、と私たちは考えます。それでこと足れりとしてよいのでしょうか。本当にい

っぱい聴いて、いっぱい喋っていれば、英語を習得できるのでしょうか。
私たち４人の著者は、大学の英語教師として、多年にわたり現場での教育実践を重ね、
数々の試行錯誤を繰り返してきました。その経験から、ひとつの確信に至りました。
それはとてもシンプルで、当たり前のことです。すなわち、英語の学習でなにより大

事なのは、英語の仕組みを理解し、英文を確実に読みこなすことだ、と。
実際、多くの学生と接して感じるのは、一見流暢に英語を駆使しているようにみえて、
実はその英語は文法的に誤りが多く、読書量の不足から語彙や表現に乏しく、また話題
に乏しいことです。近年の英語教育の歪みが、こんな形で現われてきたとしか思えませ
ん。この事態をなんとかしなければならない―そんな思いに突き動かされて執筆した
のが、本書なのです。
ですから本書は、きわめてオーソドックスな英語テキストとして映るかもしれません。
しかし、上に述べた考え方に基づき、大学生が本当に身につけるべき英語力を、過不足
なくカバーしているはずです。本書で学習した内容を基礎とすれば、実際のコミュニケ
ーションにも広がりとふくらみが生まれるはずです。
本書はBook 1とBook 2の２冊で構成されています。Book 1では、長年の観察から、
最近の学生が弱点とする文法項目を中心に訓練します。Book 2では、効率的なリーディ
ングのコツを伝授することをねらいとしています。それぞれ身近で興味を引く話題をと
りあげた英文を軸に、学習が展開するよう構成しました。また、リスニングの課題も用
意し、実際のコミュニケーションへの目配りも忘れていません。

Book 1とBook 2を半期ずつ当て、通年で学習すると最も効果があがりますが、目的
や状況に応じ、いずれか１冊を集中的に学習するのもよいでしょう。本書が十全に活用
され、上っ面でない「本物の英語力」を身につけてもらえることを、私たちは心から願
っています。
最後になりましたが、金星堂編集部の嶋田和成さんには、終始あたたかい励ましをい

ただきました。嶋田さんとは数年来のおつきあいになりますが、大学英語教育の現状を
見据え、問題点を摘抉するその炯眼ぶり、そして企画力には、いく度も感服させられま
した。ここに記して深い感謝を捧げます。

2005年１月　著 者
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銃による凶悪犯罪が後を絶たない米国。議会も対策に重い腰をあげ、カリフォルニア州では
２週間の待機期間を経ないと銃を購入できない。効果はあがるのか、それとも焼け石に水な
のか。

● Vocabulary Bank
□notorious（形）「悪名高い」 あとに続く前置詞は常に for。famous, well-known, noted
はいずれも「有名だ」の意だが、悪い意味はない。 e.g. Hawaii is well-known for its
scenic beauty.
□Congress（名）「（米国の）議会」 類義語として、parliament, dietも覚えておきたい。
□suicide（名）（名）「自殺」「自殺する」は commit suicide = kill oneself。－cideは「殺
し」の意の接尾辞で、homicide「殺人」、genocide「大虐殺」なども覚えておきたい。
□the National Rifle Association（名）「全米ライフル協会」。銃規制に反対する圧力団体。
□criminal（名）「犯罪者」 crime「犯罪」。

● One-Piece Talk 次の表現をテープで聴き、口頭で練習しましょう。

(1) 銃規制に賛成ですか、それとも反対ですか。
Are you for or against gun control? 

(2) われわれには銃を所持する権利がある。
We have the right to own a gun. 

(3) 銃規制だなんて問題外だよ。
I think gun control is out of the question. 

(4) その犯罪の残酷さは、言語に絶する。
The cruelty of the crime is beyond words.
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● Reading

The United States is notorious for
its huge number of crimes with guns.
The number of gun-related crime vic-
tims is increasing yearly. Congress is
now trying to pass a law that will
make everyone wait to buy a gun.
Many people are glad it might happen. 

Others, however, do not want this
law. Not only some Congressmen but
also the National Rifle Association
(NRA) is strongly against gun control.

California has one of the longest waiting time for someone to buy a
gun. Not everyone is happy about this. A gun dealer said that this
waiting time does not seem to do much good. He has not seen crime go
away because of it. 

Anyone who wants to buy a gun in California will have to wait for
two weeks. Four people waited 15 days to buy guns. Then they robbed
a store and shot three people. 

One good thing that has happened with the waiting time to buy a
gun is lower suicide rates. A number of suicides are committed with
guns. In California, however, there are fewer suicides using guns than
other places. 

One reason to make people wait to buy a gun is to make sure the
guns are not sold to criminals. Last year, this check stopped 2,400 guns
from being sold to criminals. 

Many criminals buy guns on the street and not in a store. Some
people think that a law like this will not do any good. But other peo-
ple think that if only one person is stopped from getting a gun, then
this law is worth it.

So, are you for or against gun control?8
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● Checking 本文の内容として、正しいものを選びましょう。

(1) Congress is now trying to pass a law that will make everyone wait to buy
a gun because 0000000000.
a. it is against gun control
b. it is controlled by the National Rifle Association
c. it wants to see the number of gun-related crimes go down

(2) Which statement is true?
a. No other state has a longer waiting time to buy a gun than California.
b. The gun dealer in California thinks that the waiting time is very

effective.
c. Criminals have to wait for three weeks to buy guns.

(3) The waiting time to buy guns has resulted in 0000000000.
a. fewer suicides b. more homicides c. more suicides

(4) Many criminals can get guns 0000000000.
a. by robbing a store
b. through illegal sales
c. through the NRA
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Focus on Grammar
主語と動詞の単複一致

Not only A but also B 「Aだけでなく Bも」の意で、動詞は Bに一致させます。

●Not only some Congressmen but also the NRA is against gun control.

the number ofと a number of the number of ～は「～の数」の意で動詞は単数、a
number of～は「いくつかの～、多数の～」の意で動詞は複数になります。
●The number of gun-related crime victims is increasing yearly.

●A number of suicides are committed with guns.

every / each every (everyone, everythingなどを含む)や eachを受ける動詞は常に単
数。eitherや neitherの場合も同様です。
●Not everyone is happy about this.

関係詞節での動詞の一致 関係詞節内の動詞は、先行詞に一致させます。
●Anyone who wants to buy a gun will have to wait for two weeks.



● Drill （ ）内に入る正しい語を選びましょう。

(1) The United States ( is are ) the only superpower in the world.
(2) Not only the students but also the professor ( has have ) to be evalu-

ated year after year.
(3) Neither he nor I ( is are am ) responsible for it.
(4) A number of people ( was were ) coming this way, yelling and shouting.
(5) A lot of money ( has  have  ) been spent on cellular phone bills.
(6) The little girl often fails to clean her room, which ( make makes ) her

father angry.
(7) Mathematics ( is are ) a compulsory subject at my college.
(8) The Japanese ( is are ) said to be a modest people.

● Listening 下は銃規制法案を推進した Sarah Bradyさんのスピーチの一部で
す。テープを聴いて空所に適当な単語を入れましょう。

(1) Fifteen years ago, Jim was White House press secretary. Our son Scott,
who is up here, was just two years old. All our dreams had come true. But
then one rainy afternoon in March, our dreams were shattered by an
assassination attempt on President Reagan. President Reagan was shot.
And (0000000000) (0000000000) Jim.

(2) We almost lost Jim that day. And we almost lost the president. But
(0000000000) (0000000000) the heroism of the Secret Service and the
determination of the physicians and staff at George Washington Hospital,
Jim lived. 

(3) And so did the president. Thank God. But our lives would never be
(0000000000) (0000000000) (0000000000). All it took was one gun, one
bullet and one man who should never have owned a gun. 
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Plus One Activity

次の各映画の邦題は、英語ではなんというのでしょうか。線で結びましょう。

(1)「千と千尋の神隠し」(2001) ・ ・　a. Rebel without a Cause
(2)「男はつらいよ」(1969) ・ ・　b. The Twilight Samurai
(3)「風と共に去りぬ」(1939) ・ ・　c. Spirited Away
(4)「理由なき反抗」(1955) ・ ・　d. It’s Tough Being a Man
(5)「たそがれ清兵衛」(2003) ・ ・　e. Gone with the Wind

Plus One Activity

次の犯罪用語は英語ではなんというでしょうか。線で結びましょう。

(1) 万引き ・　　　・　a. arson
(2) 詐欺 ・　　　・　b. hit and run
(3) 放火 ・　　　・　c. shoplifting
(4) ひき逃げ ・　　　・　d. pickpocket
(5) すり ・　　　・　e. fraud


