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はしがき

　クールな（かっこいい）日本文化を海外に広げてビジネスにつなげようとする国家戦略がクー

ルジャパン。日本の創造性や独自性が求められる。羽生結弦はオリンピック男子フィギュアス

ケート初の金メダリスト。男子プロテニス界のスーパースター錦織圭。東京オリンピック招致

で「おもてなし」をスピーチした滝川クリステル。日本のカワイイ文化を発信しクールジャパン
を体現しているきゃりーぱみゅぱみゅ。日本の象徴的な存在で世界文化遺産の富士山。世界無

形文化遺産で伝統的な日本料理の和食。日本の最先端科学技術のスパイバー。デフレ脱却を目

指すアベノミクス。未来のリニア新幹線。人気絶頂のポケモン GO、マイナンバー、ネットテ
レビ、人工知能のイプシロンロケット等、いずれも最新のテーマばかりであり、英語学習者の

興味を本書が十分満たすものと思われる。

　英語の技能は、聞く、話す、読む、書くの４つに分けられる。本書は主として読解力向上に

主眼を置いているが、基礎的な英文法が学べるよう Grammar Reviewを入れた。また、英文
の中に重要な語彙、イディオム、構文などをバランスよくちりばめて、多様性に富んだ英文が

学べるように配置されている。練習問題は TOEIC®テスト形式にしているものもあるが、作

成意図については、5ページの「練習問題、文法問題の構成」を参照されたい。
　注釈に関しては、大学教養課程以上の単語や分かりにくい慣用句、専門用語を中心に解説を

加えてある。従って、注釈にない語句や表現は、前後の文脈から類推して読み進めることをお

薦めしたい。

　本書を著すに際して、南雲堂の岡崎まち子氏、加藤敦氏には大変お世話になりました。ここ

に編集者一同、心よりお礼申し上げます。またイラストを担当していただいた三輪美奈子氏に

も感謝いたします。

編著者
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練習問題、文法説明の構成

練習問題 1 (Comprehension Questions)
  英文の正確な理解が読解力を向上させるという観点から、

TOEIC®テスト形式の内容理解を問う問題としている。

文法説明 (Grammar Review)
  読解力に加えて英文法の基礎も同時に学習するという観点か

ら、基本的な文章や本文からの引用文を用いて文法事項を説明

している。

練習問題 2, 3
  読みにおける語彙の意味を類推することの重要性を考えて、同

義語問題、反意語問題、適語挿入問題、英文完成問題および英

単語の定義問題を用意し、語彙力が高まるように工夫した。な

お、答えが文頭にくるものも小文字で表示してある。また実践

的な英語力を学習できるようにリスニングや英会話問題も用意

してある。

《日本語の表記》

      本文中の日本語は普通の活字体（ローマ字）のままで表記してあるが、
   注釈にその説明をしてあるので参照されたい。
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CHAPTER 1
Yuzuru Hanyu

Yuzuru Hanyu was the gold medalist in men’s figure skating at the 
2014 Sochi Winter Olympics in Russia.  He was the fi rst Japanese skater to 
take the gold in this event.

His achievement is quite remarkable for a variety of reasons.  Hanyu 
became the first Japanese skater to win any medal in the men’s singles 
competition since Daisuke Takahashi brought home the bronze in 
2010.  He was also the only Japanese competitor to win a gold medal in 
skating since Shizuka Arakawa captured the gold in the 2006 women’s 
competition.  And at the time of the Sochi Olympic Games, Hanyu, who 
was 19 years old, became the second-youngest man to win the gold in 
men’s fi gure skating.  

His triumph was due in large part to the fantastic short program (SP) 

羽生結弦
©サンケイスポーツ
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Hanyu had performed on the day before the finals, when he achieved a 
world-record score of 101.45 points, opening up a nearly four-point lead.   
He demonstrated the kind of mental and physical grit that characterizes 
all great athletes.  Hanyu said, “When I saw the Japanese fl ag, Hinomaru, 
being raised on the podium and I was singing the national anthem, 
Kimigayo, I was very proud as a Japanese.”

Following his victory at Sochi, Hanyu claimed his first world 
championship title at Saitama, becoming the fi rst man since 2002 to win 
both an Olympic title and a world title in the same year. Some have called 
Hanyu’s performance a “living work of art.”

Hanyu was born in 1994 in Sendai.  He suffered from asthma 
as a child, and even now he sometimes has asthma attacks.  But by 
strengthening his heart and lungs, he has largely overcome this disabling 
condition.  His success has been a great encouragement to children who 
suffer from the same disease. 

Hanyu was deeply affected when the 2011 Great East Japan Earthquake 
and tsunami struck the Sendai area, causing widespread devastation and 
suffering. When the 9.0 magnitude tremor occurred, Hanyu was forced to 
fl ee with his skates to practice in another arena.  He has said that he almost 
felt like giving up skating, but instead, he rededicated himself and his 
efforts, especially for the Olympics, to all the people who were affected 
by the tragedy.  His victory at Sochi was especially inspiring to the people 
of the Tohoku region.  At the time, Hanyu declared, “I hope that my gold 
medal accelerates the recovery of the damaged areas.”

Notes

 9   Yuzuru Hanyu「羽生結弦」1994（平成 6）年宮城県生まれ。2010（平成 22）年世界ジュニア選手権
優勝。GPシリーズでは 2011（平成 23）年ロシア杯で初優勝。2013（平成 25）年よりグランプリファ
イナル 3連覇。2014（平成 26）年ソチ冬期オリンピック男子シングルで日本人初の金メダルを獲得。
同年世界選手権優勝。所属：ANA。

  1 men’s fi gure skating 「男子フィギュアスケート」
   the 2014 Sochi Winter Olympics「2014年ソチ冬季オリンピック」
  3 in this event「この種目で」
  4 for a variety of reasons「さまざまな理由から」
  6  Daisuke Takahashi「高橋大輔」1986（昭和 61）年岡山県生まれ。2010（平成 22）年バンクーバー

冬期オリンピック男子シングル銅メダリスト。プロフィギュアスケーター。
   home「母国」

  8  Shizuka Arakawa「荒川静香」1981（昭和 56）年東京都に生まれ、宮城県仙台市で育つ。早稲田
大学卒。2004（平成16）年に世界選手権で優勝。2006（平成18）年トリノ冬季オリンピックでのフィ
ギュアスケート・女子シングル金メダリスト。日本スケート連盟副会長。

  12  was due in large part to the fantastic short program (SP)「主に素晴らしいショートプログラム
（SP）に起因していた」

10  13 a world-record score「世界記録」
  14 opening up a nearly four-point lead「4ポイント近くリードを広げる」
  15  demonstrated the kind of mental and physical grit「精神的、肉体的な気骨のようなものを例証

した」
  16  “When I saw the Japanese fl ag, Hinomaru, being raised on the podium and I was singing the 

national anthem, Kimigayo, I was very proud as a Japanese.”「私は表彰台で日本の国旗である
日の丸が掲げられるのを見て国歌『君が代』を歌った時、日本人としてとても誇らしく思いました」

  19  claimed his fi rst world championship title「彼の初めての世界チャンピオンのタイトルを獲得し
た」

  21  Some have called Hanyu’s performance a “living work of art.”「羽生の演技を〈生きた芸術品〉
と呼ぶ人もいた。」

  23 suffered from asthma「喘息を患
わずら

った」
  24 asthma attacks「喘息の発作」
  25 this disabling condition「この障害」
  28 Hanyu was deeply affected「羽生は深刻な影響を受けた」
    the 2011 Great East Japan Earthquake「2011年の東日本大震災」岩手県大船渡市は、同市にあ

る景勝地・碁石海岸の地名を資源として活用して、東日本大震災からの復興と観光振興に活かす
ため、「碁石海岸で囲碁まつり」を開催している。また語呂に合わせ 5月 14日を「碁石の日」とし
て制定。樹齢約 1,400年の「三面椿」で名高い熊野神社（岩手県大船渡市末崎町中森）には、石の碁
盤が奉納されており、囲碁神社として知られている。問い合わせ先：岩手県大船渡市盛町大船渡
市役所観光推進室。

  29  tsunami「津波」シンガーソングライターで知られる濱守栄子の作詞、作曲、歌唱の『国道 45号
線』（英語バージョン、Route 45）は、東日本大震災の津波被災を受けた故郷への想いを込めた歌
として大ヒット。濱守栄子：1978（昭和 53）年岩手県大船渡市生まれ。HPのURL http://www.
eikohamamori.com/

    causing widespread devastation and suffering「大規模な荒廃と災害を引き起こした」
  30  the 9.0 magnitude tremor「マグニチュード 9.0の地震」
    Hanyu was forced to fl ee with his skates to practice in another arena「自分のスケートを携えて

別の競技場に離れざるを得なかった」
  32  he rededicated himself and his efforts「彼は再び精魂を傾けようと決心した」
  33  to all the people who were affected by the tragedy「悲劇に見舞われた全ての人々のために」
  34  was especially inspiring「特に励ましとなった」
  35  the Tohoku region「東北地方」
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Exercise 1-1: Comprehension Questions

 1.  How did Hanyu do in Sochi?
  (A) He entered the fi nals four points behind.
  (B) He was the only Japanese competitor.
  (C) After an outstanding short program, he captured the gold medal.
  (D) He fell short of his goal.

 2. Why is his achievement at Sochi so remarkable?
  (A)  Hanyu was the only Japanese skater ever to win a gold medal in 

fi gure skating. 
  (B) Hanyu was the fi rst Japanese male to win a gold in fi gure skating.
  (C) Hanyu was the youngest Japanese competitor at the Games.
  (D) Hanyu brought home the bronze as well as the gold.  

 3.  What was his career like after Sochi?
  (A) He decided to give up skating.
  (B) Unfortunately, Sochi has been the high point of his career.
  (C) He took a break from skating.
  (D) He won a world championship title the same year.

 4. How did he overcome asthma? 
  (A) By building up his heart and lungs
  (B) By outgrowing it
  (C) By playing other sports
  (D) By undergoing intensive medical treatment

 5. How did the 2011 Great East Japan Earthquake affect Hanyu?
  (A) He decided to return to Sendai to help out with relief efforts.
  (B) He became too discouraged to continue skating.
  (C) He decided to work even harder.
  (D) He was away at the time and was thus unaffected.

Grammar Review
Sentence Pattern

（文型）

英語の文は、主語（Subject）、動詞（Verb）、補語（Complement）、目的語（Object）の要素を組み合わせて構成

される。

【主語　S】　英語の文は必ず主語を必要とするが、命令文のように例外もある。

［平常文］　I go to school at eight every morning.
［疑問文］　Do you go to school on foot?
［命令文］　Go to school by bicycle right away.（主語はなし）
［感嘆文］　What a wonderful view it is from here!

How wonderful the view from here is!

【動詞　V】　動詞には、後ろに目的語をとらない動詞（自動詞）と、目的語をとる動詞（他動詞）がある。

［自動詞］　Tom sings well.
［他動詞］　Tom sings “Feelings” well.

【補語　C】　 補語は主語や目的語と等しい関係にあり、名詞や形容詞を用いて性質や状態を説明する。主語と

等しいものを主格補語、目的語と等しいものを目的格補語という。

He is chairperson of the committee.（He = chairperson　主格補語）
We elected him chairperson of the committee.（him = chairperson　目的格補語）

【目的語　O】 動詞の表す動作の対象となるもので、日本語では「～に」、「～を」にあたる語。英語では動詞の直
後に置かれる。目的語を２つ取る文型では、２つの目的語は「～（人）に」（間接目的語）と「～（も
の・こと）を」（直接目的）の順に置かれる。前置詞（to、for、of）を用いて目的語の順序を入れ替

えることも可能である。

I sent him a gift for his birthday.（him:間接目的語、a gift:直接目的語）
I sent a gift to him for his birthday.（a gift:直接目的語、him：間接目的語）
但し、「前置詞＋名詞」は修飾句になるため、to himは文の構成要素に含めない。
間接目的語の前に置かれる前置詞は動詞によって決まる。

toを使う動詞 give, lend, show, send, teach, tellなど
forを使う動詞 buy, cook, fi nd, get, make, chooseなど
ofを使う動詞 ask

【基本５文型】　動詞がどんな要素をとるかという基準で文を分類すると５つの文型に分けることができる。

① Hanyu was born in 1994 in Sendai.（S +V　第１文型）

② I feel better than I did yesterday.（S +V+ C　第 2文型）

③ Even now she sometimes has asthma attacks.（S +V+O　第 3文型）

④ She sent me an invitation for the party.（S +V+O+ O　第 4文型）

⑤ Her parents have made her what she is.（S +V+O+C　第 5文型）

イタリック（斜体）の部分は、意味内容を詳細に説明するために用いられる修飾語句で、文の主要素ではない。

1-3
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Exercise 1-2: Arrangement Exercise

 日本語の意味に合うようにかっこ内の語を正しい順番に並び替え、その文型を答えなさい。

 1. 彼は長野冬季オリンピックの金メダリストです。
   ( A. the winner  B. was  C. he  D. the  E. medal  F. gold  G. of ) at the 

Nagano Winter Olympic Games.［第　文型］
 2. 彼は本国に金メダルを持ち返った。
  ( A. medal  B. brought  C. he  D. the  E. home  F. gold ).［第　文型］
 3. 彼女は 2006年にその競技会で金メダルを取った。
   ( A. won  B. she  C. gold  D. 2006  E. in  F. the ) in the competition.
   ［第　文型］
 4. 彼らは彼を生きた芸術品と呼んだ。
  ( A. called  B. a  C. they  D. work of art  E. living  F. him ).［第　文型］
 5. 私は子どもの頃、喘息に苦しんでいた。
  I ( A. suffered  B. asthma  C. a child  D. as  E. from ).［第　文型］
 6. 彼の勝利は日本人にとって大きな励みになった。
   His ( A. encouragement  B. triumph  C. has  D. a  E. great  F. been ) to the 

Japanese.［第　文型］

Exercise 1-3: Listening Practice

 CD を聞いて空欄に正しい語を入れなさい。

Yuzuru Hanyu was the winner of the gold medal in the men’s singles 
fi gure skating competition at the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. His 
achievement is quite remarkable.  Hanyu said at that time, “When I saw the 
Japanese (1.              　　), Hinomaru, being raised on the podium, and I was 
singing the national (2.                 ), Kimigayo, I was very proud as a Japanese.”  
After his victory at Sochi, he (3.              　　   ) his fi rst world championship 
title at Saitama. He is the fi rst man since 2002 to win both an Olympic title and 
a world title in the same year. Hanyu was born in Sendai in 1994. So he was 
deeply affected when the 2011 Great East Japan Earthquake struck the Sendai 
area. He was so sad that he felt like (4.                 ) up skating, but he decided 
to rededicate himself and his (5.                         ) to all the people who were 
affected by the tragedy. His victory at Sochi was especially inspiring to the 
people of the Tohoku region.
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