まえがき
学生の皆さんへ
2020 年から 2021 年の 2 年間（執筆時現在、まだ現在進行形）、世界中で猛威を振るった新型
コロナ肺炎は、社会と人びとの暮らしに大きな影響をもたらしました。学生生活についても、大学
の授業がオンラインになったり、通常授業と併せて行うハイブリッド授業になったり、それに伴っ
て、先生や友だちとの直接コミュニケーションが大きく減ったのではないでしょうか。
そのような中、私たちは皆、コミュニケーションの大切さについて、折に触れて、いろいろな点
から考える機会に恵まれました。ヒトが誕生するとき、胎児が初めて聞くのは、母親の心臓の鼓動
や血液の流れる音と言われています。そこまで遡らなくても、ことばによるコミュニケーションに
おいても、「音」がはじめです。文字がない音はあっても、音を伴わない文字はないのです。
私が 20 代に英語教材の編集者をしていたころ、元アメリカ応用言語学会会長の高名な先生のレ
クチャーを直接お聞きする機会に恵まれたことがあります。プアな英語力しか持ち合わせていな
かったので、どこまで理解できたのか心もとないのですが、いまでも記憶として残っているのは、

Listening is the foundation of learning English. ということばです。別にそんなエピソードを持
ち出さなくとも、当たり前のこと、とお𠮟りを受けるかもしれませんが、いずれにしても、本教材
の作成にあたり、リスニングにおける「音」の重要性をどのように自然な形で盛り込むか、考えま
した。
各ユニットに「シチュエーション、トピック的な項目」と「機能的な項目」という 2 種類の要素
を配しましたが、さらに、英語のリスニングで日本人が不得意と言われている「音の変化」を学習
する要素を加えました。ことばで説明するよりも、教材の中で学習したほうが理解しやすいので詳
しくは述べませんが、簡単に言うと、２つの音が干渉して音に変化が起きる、というもので、これ
は何度も音を聴いて、まねて何度も発話して身に付けるほかありません。正しく発話できるように
なれば、英語を正しく聴き取れるようになります。ですから、リスニングの教材ですが、「何度も
聴いて、何度も発話する」、ここまでやって効果がでることを忘れないでください。
本教材で扱ったキーフレーズは、トピック的な項目や、機能的な項目に関するごくごく一部です。
本教材をきっかけに、上に説明したやり方で、興味ある分野のいろいろな英語素材へ対象を広げて
いくことで、皆さんのリスニング力が伸びていけばうれしい限りです。

2021 年 秋
編著者代表
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西谷 恒志

教材の構成と利用法
●

全 Unit の構成
全体で 15 の Unit から成り、各 Unit は２つの Section で構成されています。Section A は「シ

チュエーション・トピック」シラバス、Section B は「ノーション・ファンクション」シラバスを
採用しています。

Unit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

●

§A（Situation / Topic）

§B（Notion / Function）

健康

場所・方向など

家庭・家事

時（の長さ）・頻度

電話

数量

学校

感情

交通・運輸

賛成・反対；同意・不同意

天候・自然

評価・比較など

ショッピング

計画・予定

スポーツ

情報のやりとり

レストラン・食事

方法・手段

空港・フライト

原因・結果；目的・理由；場合

インターネット・IT

依頼・命令・要求

ソーシャルライフ・SNS

義務・必要

芸術・エンターテインメント

可能・困難など

旅行・ホテル

変化・移動・統一など

ビジネス・オフィス

金銭関係

各 Unit の構成と学習法

＊

は自習用音声収録箇所

Section A/B ともに

Key Words and Expressions:

① テキストを見ながら音声を聴く。
② テキストを見ながら、音声にかぶせるように声を出して音読する（覚えられるまで何度も行
う）。

③ テキストを見ないで、音声にかぶせるように声を出して音読する（できないときは②に戻る）。

Training 1:

Key Words and Expressions の語句・表現を含んだ 2 行会話です。音声として耳で正しく

捉えられるか、空所に語句・表現を書き入れて行うトレーニングです。一度で聴き取れなけ
れば、2，3 回聴いても構いません。

iv

Training 2:

Key Words and Expressions の語句・表現を、Training 1 よりも長い会話、あるいは、パッセー
ジで聴き、全体の意味を捉えるトレーニングです。正しく聴き取れたかどうか、Question に
答えて確認します。

Practice for Sound Change:

英語の音変化を「連結（リンキング）」「脱落（リダクション）」「同化」「フラッピング」の４
つに分けて、例文とともにトレーニングします。
① テキストを見ながら音声を聴く。
② テキストを見ながら、音声にかぶせるように声を出して音読する（覚えられるまで何度も行
う）
。

③ テキストを見ないで、音声にかぶせるように声を出して音読する（できないときは②に戻る）。

Exercises:（Exercises の音声は教授用 CD にだけ収録されています。）
Unit の総仕上げです。

1. はディクテーション。Practice for Sound Change で取り上げた音変化を含む英文を聴い
て、空所に語句を書き入れます。

2. は TOEIC の Part 1（写真描写問題）形式の問題、2 問。Section A に関連した問題と
Section B に関連した問題があります。

3. は TOEIC の Part 2（応答問題）形式の問題、3 問。Section A に関連した問題と Section
B に関連した問題が含まれています。

4. は TOEIC の Part 3（会話問題）形式のミニ問題。会話文も短く、質問文も 2 問だけです。
Section A、あるいは、Section B に関連しています。

5. は TOEIC の Part 4（説明文問題）形式のミニ問題。問題文も短く、質問文も 2 問だけです。
Section A、あるいは、Section B に関連しています。
なお、Exercise 4 と Exercise 5 は巻末の解答用紙を利用して解答提出用問題とすることが
できます。

★ 音声の記号とトラック番号について
CD

1〜

105

自習用音声のトラック番号です。

1〜

75

教授用 CD（各ユニットの Exercises の音声を収録）のトラック番号です。

※録音された音声は、アメリカ人男性とイギリス人女性によるものです。
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UNIT 1

Why don’t you get some rest?
Points
このユニットでは、「健康」に関する語句・表現と、「場所・方向など」に関する語句・表現
を聴き取る練習を行います。

Health［健康］

❑ Key Words and Expressions

1

Recover（〜を痛める／けがをする；回復／回復する）

1. Injure / be injured; Recovery /
A: I hear you injured your knee. Can you play in the tournament?
B: No, the doctor says full recovery takes two months.

2. Feel tired [dizzy / sick / depressed, etc.] （だるい［目まいがする／体調が悪い／気が重
い］など）

A: I feel a little sick.
B: Why don’t you get some rest?
3. On medication / Take medicine（薬を飲んでいる／薬を飲む）
I have high cholesterol but I’m not on medication. I just watch what I eat.
4. See a doctor（医者に診てもらう）
There is no quick cure for depression. Victims should see
a doctor and try to take things easy.
5. Suffer from（〜を患う）
I suffer from hay fever but have never been treated for it.
6. Take it easy（休む、くつろぐ）
If you don’t feel well, try to take it easy. Don’t overdo it.

1

❑ Training A-1:

2

音声を聴いて空所に正しい語句を書き入れなさい。

1. A: Lately, I’ve been ( suffering from ) fatigue.
B: You should ( take it easy ). I think you are working too hard.
2. A: After exercising, I ( often
B: Hmm. Maybe you should (

feel
see

dizzy ).
a doctor

).

3. A: I ( injured my back ) last winter and it hurts even now.
B: ( Recovery ) can take time. Are you ( taking medication ) for the pain?

❑ Training A-2:

3

会話文を聴き、その会話に関する質問文の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より選びなさい。

Question: What is the man most worried about?
(A)		Whether he can get an appointment
(B)		His heart condition
(C)		If he can find a seat
(D)		If a nurse will examine him

Location/Directions［場所・方向］

❑ Key Words and Expressions

4

1. Can’t miss（見逃すことがない、すぐに見つかる）
You can’t miss the hotel. It’s halfway between the park and the train station.
2. ~ Minutes away（〜分離れて）
The nearest hospital is over thirty minutes away.
3. On / Near / Close to / Next to / Between（〜の上に／〜の近くに／
〜のすぐ隣に／〜の間に）

The men’s room is located on the first floor, next to the rear exit.
4. Front / Rear（前面、正面／後部、背面）
The restrooms are in the rear of the store.

2

Unit 1 健康／場所・方向など

5. Rural / Urban（いなかの／都会の）
We live in a quiet rural community.
6. Turn right [left] / Take a right [left] turn（右［左］に曲がる／右［左］折する）
Turn left at the stoplight. You’ll see the stadium in the distance.

❑ Training B-1:

5

音声を聴いて空所に正しい語句を書き入れなさい。

1. A: Could you tell me how to get to the public library?
B: ( Take a right turn ) at the second corner and you (
2. A: Where is Mr. Johnson’s office?
B: ( It’s on ) the fourth floor ( next to

can’t miss it

).

) the lounge.

3. A: What’s been the key to your shop’s success?
B: Location! We’re only ( minutes away from

) the subway line.

❑ Training B-2:

6

会話文を聴き、その会話に関する質問文の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より選びなさい。

Question: Why did the speaker drive two hours to a hotel?
(A)		There was no hotel in Middleville.
(B)		He had to wait for his car to be repaired.
(C)		He was tired of staying in the park.
(D)		He needed to locate a repair shop.

Practice for Sound Change:［音変化に慣れよう］

連

結 ①

「破裂音 [p, b; t, d; k, g] + 母音」の音変化の第 1 回目です。

1. Don’t be afraid of speaking in front of people.
2. Many workers are concerned about their mental health.
3. The first job of an academic counselor is to look up each student’s record
of achievement.
4. The muscles that make up your back and shoulders should be stretched
every day.
5. Technological advances in the medical field may one day sweep away
cancer and other illnesses.
3

7

1.

次の (1) 〜 (5) の英文を聴き取り、それぞれの空所に語句を書き入れなさい。

1

(1)
(2)
(3)
(4)

( Hold on a minute .) I’ll be right there.
He plays the piano and enjoys ( performing in front of people ).
It’s easy to ( get around the nine islands ) by either bus or automobile.
Covid-19 recovery will (
take a long time
), according to the public
health center.
(5) Patients will be ( treated in teams ), depending on the ( type of )
disorder they have.

2.

次の (1), (2) の写真について、それぞれの写真を説明する英文が 4 つ聞こえてきます。
最も適切な英文の記号を○で囲みなさい。

2

(1)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(2)

4

Unit 1 健康／場所・方向など

3.

1.〜 3. の英文につづいて、(A), (B), (C) の 3 つの応答文が聞こえます。それぞれの英文の

応答文として最も適切な応答文の記号を○で囲みなさい。

1. (A)
2. (A)
3. (A)

(B)
(B)
(B)

3

(C)
(C)
(C)

（Exercise 4 と Exercise 5 は解答提出用問題です）

4.

会話文を聴き、その会話に関する質問文 (1), (2) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D)
より選び、巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。

4

(1) What does the man need?
(A) He needs an eye doctor.
(B) He needs help at work.
(C) He needs more medication.
(D) He needs to run faster.
(2) Why can’t the man visit his doctor?
(A) He doesn’t have enough medication.
(B) The doctor is at work.
(C) He doesn’t have enough time.
(D) His doctor is too busy.

5.

英文を聴き、その英文に関する質問文 (3), (4) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) よ

り選び、巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。

(3) What is the speaker explaining?
(A) How to get around the building
(B) How a new employee should begin his/her work
(C) How the manager runs the business
(D) How to get to the customer’s service desk
(4) Where do employees put on their uniforms?
(A) At the customer’s service desk
(B) In the changing room
(C) In their locker
(D) At the rear entrance

5

5

Unit 2

Today is a nice day
to hang out the laundry.
Points
このユニットでは、「家庭・家事」に関する語句・表現と、「時（の長さ）・頻度」に関する
語句・表現を聴き取る練習を行います。

Family; Household Chores［家庭・家事］

❑ Key Words and Expressions

8

1. Clean the house / Clean one’s room（家の掃除をする／〜の部屋を掃除する）
Mom says Dad hasn’t cleaned his room for a year.
2. Clear [Set] the table（テーブルの皿を片付ける［皿を（テーブルに）並べる］）
Can you set the table for supper?
3. Do the laundry [wash / ironing]（洗たくをする／アイロンをかける）
I have almost nothing to wear! I haven’t done the laundry for ten days!
4. Hang out the laundry（洗たく物を干す）
Today is a nice day to hang out the laundry.
5. Make dinner [supper]（夕食を作る）
I’d rather make dinner than buy it at a convenience store.
6. Wash the dishes [windows]（皿洗いをする／窓を洗う）
My wife usually washes the dishes and I dry.

6

Unit 2 家庭・家事／時（の長さ）・頻度

❑ Training A-1:

9

音声を聴いて空所に正しい語句を書き入れなさい。

1. A: Can you ( wash the dishes ) tonight? I feel a little tired.
B: Sure. You take it easy and I’ll ( clear the table ).
2. A: Jimmy! You need to ( clean your room )!
B: I did it while you were ( hanging out the laundry
3. A: I don’t mind ( doing the wash ), but I dislike (
B: Me too. I would rather wear wrinkled clothes.

).
ironing

).

❑ Training A-2:

10

会話文を聴き、その会話に関する質問文の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より選びなさい。

Question: Where does the mother think her son will find his missing sock?
(A)		In his room
(B)		In the laundry
(C)		With her clothes
(D)		Outside

Time/Length of Time/Frequency

［時（の長さ）
・頻度］

❑ Key Words and Expressions
1. At the end of（〜の終わりに）
The paper is due at the end of the term.
2. At the moment（今のところ、ちょうど今）
We are all sold out at the moment.
3. During（〜の間ずっと、〜の間に）
There was a power outage during the game.

4. On occasion（時々、状況によって）
Typically, I take the train, but I will drive to work on occasion.

7

11

5. Recently（最近）
Recently I’ve had trouble sleeping.
6. While …（〜の間に）
Your boss telephoned while you were away.

❑ Training B-1:

12

音声を聴いて空所に正しい語句を書き入れなさい。

1. A: The doctor is too busy to see you ( at the moment
B: That’s okay. I’ll read a magazine ( while I wait ).

).

2. A: Have you seen any good movies ( recently )?
B: No, I only go to the theater ( on occasion ).
3. A: Business is usually good ( during the summer ).
B: Especially this year. I’m looking forward to the sales report (
of August ).

at the end

❑ Training B-2:

13

英文を聴き、その英文に関する質問文の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) より選びなさい。

Question: Why are sales totals unclear at the moment?
(A)		The branch managers haven’t had time to check.
(B)		Totals only come at the end of the month.
(C)		Impressions are usually correct.
(D)		Sales have been strong recently.

Practice for Sound Change: ［音変化に慣れよう］

連

結 ②

「破裂音 [p, b; t, d; k, g] + 母音」の音変化の第 2 回目です。

1.
2.
3.
4.
5.

Please keep in touch while you are studying abroad.
The neighboring houses put on an incredible display of Christmas lights.
The recipe calls for the meat to be boiled in soy sauce for five minutes.
The flight to Bangkok took off at the scheduled time.
My six-year-old son gave me a drawing of the cake he wanted.
8

14

Unit 2 家庭・家事／時（の長さ）・頻度

1.

次の (1) 〜 (5) の英文を聴き取り、それぞれの空所に語句を書き入れなさい。

6

(1)
(2)
(3)
(4)

His mother told him to ( pick up his room ) before dinner.
Her entire family called her “Si-Si” ( instead of ) her given name.
Please let me know the average ( cost of living ) for a family of four.
Sometimes body image problems may (
develop in teens
) who
maintain a healthy weight.
(5) The primary information to obtain when ( describing a suspect ) is sex,
age, height, and weight.

2.

次の (1), (2) の写真について、それぞれの写真を説明する英文が 4 つ聞こえてきます。
最も適切な英文の記号を○で囲みなさい。

7

(1)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(2)

9

3.

1.〜 3. の英文につづいて、(A), (B), (C) の 3 つの応答文が聞こえます。それぞれの英文の

応答文として最も適切な応答文の記号を○で囲みなさい。

1. (A)
2. (A)
3. (A)

(B)
(B)
(B)

8

(C)
(C)
(C)

（Exercise 4 と Exercise 5 は解答提出問題です）

4.

会話文を聴き、その会話に関する質問文 (1), (2) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D)
より選び、巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。

9

(1) Why hasn’t the woman cleaned the living room?
(A) She has been cooking.
(B) She wasn’t expecting guests.
(C) She wants the man to do it.
(D) Cleaning makes her busy.
(2) Why must the living room be cleaned?
(A) The woman has to make supper.
(B) The couple is expecting guests.
(C) The man did it already.
(D) It has never been cleaned before.

5.

英文を聴き、その英文に関する質問文 (3), (4) の答えとして最も適切なものを (A) 〜 (D) よ

り選び、巻末解答用紙の記号を○で囲みなさい。

10

(3) Why shouldn’t students wait until the end of term to decide their paper
topic?
(A) The due date has not been settled.
(B) Recent papers have been the best.
(C) Even if they wait, they might not hit upon a good idea.
(D) The first weeks of class are more interesting.
(4) What is the professor’s main point?
(A) Students should begin to think about their final paper early.
(B) The final paper will be due sometime at the end of the term.
(C) Students who don’t take notes might be lost and struggle.
(D) Students should focus their thoughts on the first few weeks of class.
10

