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はしがき

　東日本大震災からの復興は私たち日本人の底力を示す機会になっている。この教科書の題

名はそのような日本人のエネルギーを代弁している。浅田真央は 2010年バンクーバー冬期オ
リンピックの女子フィギュアスケートにおいて銀メダルを獲得した。深津絵里は映画『悪人』
（2010年）で第 34回モントリオール世界映画祭で最優秀女優賞を受賞した。村上隆は国際的に
高く評価されている芸術家である。井岡一翔と清水智信は共にボクシング世界チャンピオン。

東京スカイツリーは日本の最高の技術の象徴である。宇宙探査機はやぶさの地球への帰還は宇

宙開発の歴史に大きな進歩を示した。海洋生物多様性、グリーンテクノロジー、鉄分豊富な米、

未来のバイオ燃料、医療ツーリズム、Eブック、ファストファッションなど、いずれも現代人
が今後快適な生活を送る上で不可欠なテーマばかりであり、英語学習者の興味を本書が充分に

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、文法説明の構成」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、南雲堂の原信雄氏、岡崎まち子氏には、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)
 内容理解の問題は TOEIC®テスト形式の問題にしてある。

文法説明  (Grammar Review)
  英文法の基礎を学習するという視点から、用例は基本的な文章

や本文からの引用文を用いている。 

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、英

単語の定義や適語挿入問題、イディオムや語形変化および反意

語の問題、二者択一問題や英文完成問題、英文書き換え問題等

を用意し、語彙力が高まるよう工夫した。尚、答えが文頭に来

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

きるようリスニング問題も用意している。

《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 

Mao Asada

Mao Asada is one of the world’s top-ranked figure skaters.  In her 
fi rst Olympic Games in 2010 in Vancouver, she captured the silver medal, 
setting a new world record as the fi rst woman to achieve three triple axels 
in the same event.  After the awards ceremony, when Asada took a victory 
lap with her medal held high, she said, “I want to show this silver medal to 
my mother.”  

The triple axel, a maneuver that is especially challenging for a female, 
has become one of Asada’s signature moves.  She achieved her fi rst triple 
axel at the age of 12.  When she was 14, she became the fi rst junior girl to 
do a triple axel in an international competition, at the 2004 Junior Grand 
Prix Final in Helsinki.  At the 2008 Grand Prix (GP) Final, she became the 
fi rst female skater to accomplish two triple axels in the same program.  

浅田真央©ジャパンスポーツ
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Asada was born on September 25, 1990, in Nagoya, Aichi Prefecture. 
Like her older sister Mai, she first learned ballet before taking up figure 
skating in 1995 at the age of fi ve.  Her talent as a skater became evident 
early on, as she won nearly every competition at the junior level. 

In the 2005-2006 season, Asada moved up to senior competition and 
won the Grand Prix Final, just months before the 2006 Winter Olympics 
in Turin.  However, Asada was too young to compete in the Olympics that 
year; she missed the deadline for turning 15 by just 87 days.  In 2008, she 
claimed several titles, including the World Figure Skating Championships, 
gold medalist at the Four Continents Championship, and gold medalist 
at the Grand Prix Final. Her charismatic performances, strong spirit, 
and charming personality have made Asada one of Japan’s most popular 
athletes.  

In 2012, in Russia, Asada won the Grand Prix Final for the fi rst time 
in four years, dominating the fi eld with an overwhelming victory for her 
third career Grand Prix title. Asada, who before the event had aggravated 
a previous lower-back injury, was somewhat tentative after her six-minute 
warm-up for the free skate. But she was able to overcome this obstacle, 
performing with grace to Tchaikovsky’s Swan Lake.

Asada said, “Over the past two years, my technique and mental state 
have been a bit shaky. I’m happy I was able to make a comeback.” Her 
victory shows us the importance of persistence and a strong spirit.
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Notes

 9   Mao Asada   「浅田真央」1990（平成 2）年愛知県生まれ。トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を武
器に 15歳だった 2005（平成 17）年にグランプリ（GP）ファイナルを制覇。初出場だった 2010（平成
22）年バンクーバーオリンピックではトリプルアクセルを 3度決めて銀メダル。世界選手権は 2008
（平成 20）年に初制覇し、2010年に日本人初となる 2度目の優勝を果たした。2012（平成 24）年GP
ファイナルで 3度目の優勝。

  2  Olympic Gemes in 2010 in Vancouver   「2010年バンクーバーオリンピック大会」2010（平成
22）年 2月、カナダ、バンクーバー市で開催。

  3 to achieve   「成功させた」
    triple axels   「トリプルアクセル」3回転半ジャンプ。
  4 in the same event   「同じ大会中に」
    victory lap   「ビクトリーラップ」優勝者が歓声に応えてリンクを周回すること。
  5 with her medal held high   「彼女のメダルを高く掲げて」
  7 maneuver   「技」
    challenging   「難しい」
  8 signature moves   「代表的な技」
  10  the 2004 Junior Grand Prix Final in Helsinki   「ヘルシンキでの2004年ジュニアグランプリファ

イナル」正式名称は Junior Grand Prix of Figure Skating Final。
  11  the 2008 Grand Prix (GP) Final   「2008年のグランプリ（GP）ファイナル」韓国、高陽（コヤン）

市で開催。正式名称は the 2008 Grand Prix of Figure Skating Final。
10  14 her older sister Mai   「彼女の姉の舞」1988（昭和 63）年愛知県生まれ。
    before taking up   「始める前に」
  18  the Grand Prix Final   「グランプリファイナル選手権」2005（平成 17）年 12月、東京で開催。
  19  the 2006 Winter Olympics in Turin   「2006年トリノ冬季オリンピック」2006（平成 18）年 2月、

イタリア、トリノ市で開催。荒川静香が金メダルを獲得。
  20  she missed the deadline for turning 16 by just 86 days   「彼女は 15歳という年齢制限にわずか

87日足りなかった」
  21 claimed   「取った」
     the World Figure Skating Championships   「世界フィギュアスケート選手権」3月、スウェーデ

ン、ヨーテボリ市で開催。
  22  the Four Continents Championship   「四大陸選手権」2月、韓国、高陽市で開催。正式名称は

the Four Continents Figure Skating Champion ship。
  23 the Grand Prix Final   「グランプリファイナル」12月、韓国、高陽市で開催。
    charismatic performances   「カリスマ的な演技」
  26 Russia「ロシア」ロシア、ソチ市で開催。
  27  dominating the fi eld with an overwhelming victory for her third career Grand Prix title   「彼

女のキャリアを通じて 3度目のグランプリタイトルを手にして、圧倒的な勝利で会場を支配した」
  28  who before the event had aggravated a previous lower-back injury   「以前からの腰痛を大会の

前にさらに悪化させていた」
  29  was somewhat tentative after her six-minute warm-up for the free skate   「フリーのための 6分

間練習の後、やや自信を失いかけていた」
  31  performing with grace to Tchaikovsky’s Swan Lake   「チャイコフスキーの『白鳥の湖』に合わせ

て優雅に演技をし」
  33  have been a bit shaky   「ちょっとしっかりしていませんでした」
  34  persistence and a strong spirit   「粘りと強い精神力」
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Exercise 1-1: Comprehension Questions

 1.  What best describes Asada’s performance in the 2010 Vancouver 
Olympics? 

  (A)  She won a medal the first time she had ever participated in an 
international competition.

  (B) Her three triple axels set a new world record.
  (C) Although she won the silver medal, she was disappointed.
  (D) Although she failed to execute the triple axel, she won a silver medal.

 2. Why is the triple axel considered Asada’s signature move?
  (A) Because Asada was the fi rst skater to do it
  (B) Because Asada is the only female skater to have ever done it
  (C) Because Asada particularly excels at it
  (D) Because no one else has ever done four triple axels

 3. Which of these is true?
  (A) Asada had no interest in skating as a child.
  (B) She started skating at age fi ve.
  (C) Asada is an only child.
  (D) She preferred ballet until she was 12.

 4. What other award did she win the same year as the Turin Olympics?
  (A) Goodwill Ambassador
  (B) Grand Prix Champion
  (C) Four Continents Championship
  (D) World Championshipｓ

 5. What obstacle did Asada have to overcome in 2012 in Russia?
  (A) She was suffering from back pain.
  (B) She hadn’t skated for four years.
  (C) Although she did her best, she was not able to win.
  (D) She fell during her six-minute warm-up.

1-3
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Grammar Review
Sentence Pattern

（文型）

英文は動詞の種類によって 5つの基本文型に分けられる。
＊ S, V, O, C以外の語は修飾語（Modifi er）とみなされる。

▼ 5 文型

 1  第 1文型　主語（S）＋動詞（V） 　動詞は補語も目的語もとらない完全自動詞。

  He works hard.
  S V

  Children are playing in the yard.
  S V

  There is a park near my house.　（倒置文）
  V S

 2   第 2文型　主語（S）＋動詞（V）＋補語（C） 　動詞は補語を伴う不完全自動詞。補語が主語を説明する文で、

S＝ Cの関係を表す。

  Paris is the capital of France.  (Paris = capital)
  S V C

  Mao Asada is one of the world’s top-ranked fi gure skaters.  (Mao Asada = one)
  S V C

  She became the fi rst junior girl to do a triple axel in an international competition. (She = girl)
  S V C

 3  第 3文型　主語（S）＋動詞（V）＋目的語（O） 　動詞は目的語を伴う他動詞。

  You have a ball in your hand.
  S V O

  I want to show this silver medal to my mother.
  S V O

  She wears a scarf around her neck.
  S V O

 4   第 4文型　主語（S）＋動詞（V）＋間接目的語（IO）＋直接目的語（DO） 　動詞は他動詞で、間接目的語

と直接目的語を伴う。

  Father often gives me good advice.  (= Father often gives good advice to me.)
  S V IO DO S V O

  He tells me funny stories.  (= He tells funny stories to me.)
  S V IO DO S V O

  She showed her mother the silver medal.  (= She showed the silver medal to her mother.)
  S V IO DO S V O

 5   第 5文型　主語 (S)＋動詞 (V)＋目的語 (O)＋補語 (C) 　動詞は他動詞で、目的語と補語を伴う。補語

が目的語を説明する文で、O=Cの関係を表す。

  I always fi nd this program stimulating.  (program = stimulating)
  S V O C

  He named his dog Fido.  (dog = Fido)
  S V O C

  He made her happy.  (her = happy)
  S V O C
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Exercise 1-2: Grammar Exercise

 次の各文はどの文型になるか答えなさい。またボックスの中の（A）～（E）から同じ文型となる英文を選び

なさい。

 1. I bought a new purse for my mother. 第（　　）文型　　（　　）

 2. I found myself alone in our classroom. 第（　　）文型　　（　　）

 3. Last week he went to Kyoto by train. 第（　　）文型　　（　　）

 4. It would be wiser for you not to do such a thing. 第（　　）文型　　（　　）

 5. Susan sent her father a sweater on his birthday. 第（　　）文型　　（　　）

(A) Mao Asada is one of the world’s top-ranked fi gure skaters.
(B)  Asada was able to show her mother the silver medal in her first 

Olympic competition.
(C) She achieved her fi rst triple axel at the age of 12.
(D)  Her charismatic performances, strong spirit, and charming personality 

have made Asada one of Japan’s most popular athletes.
(E) Her mother passed away on December 9, 2011.

Exercise 1-3: Listening Practice

 CD を聞いて空欄に正しい語を入れなさい。

Mao Asada is one of the world’s top-ranked figure skaters. Asada (1.　　　　) 
the silver medal in the 2010 Winter Olympics in Vancouver, setting a new 
world record as the first (2.　　　　) to achieve three triple axels in the same 
event. After the awards ceremony, when Asada took a victory lap with her 
medal held high, she said, “I want to show this silver medal to my (3.　　　　).” 
In 2012, in Russia, Asada won the Grand Prix Final for the fi rst time in four 
years, dominating the field with an overwhelming (4.　　　　) for her third 
career Grand Prix title. Asada, who before the event had aggravated a previous 
lower-back injury, was able to overcome this obstacle, performing with 
(5.　　　　) to Tchaikovsky’s Swan Lake.

1-4

1-5


