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はしがき

あらゆる面における国際化のため、我々の生活は国際的なやりとりなしには成り立たな

くなっています。そこで、若い世代が「内向き志向」を克服して、世界の舞台で積極的に

活躍できるグローバル人材となることを目指した教育が求められています。このため、中

学校や高等学校においては、英語運用能力の育成にこれまで以上に重点が置かれるように

なり、大学においても、グローバル人材の育成を目標としたカリキュラムが採用されるよ

うになっています。

本書は ( 株 ) 成美堂と EnglishCentral との共同開発で生まれたテキストです。

EnglishCentralは動画を用いて学習できるオンラインプログラムですが、語彙やリスニン

グやスピーキングなどの練習がインタラクティブに行えるのが特徴です。EnglishCentral

は個別学習でも利用できるようになっていますが、大学の授業では主にNative Speaker

の先生方によって Speakingや Listeningの授業で採用されています。そこで、4技能の
育成を目指した総合教材として日本人の先生方にも幅広くご採用頂けるようにとの願いか

ら、Voice of America Newsのコンテンツから学生の皆さんが興味を持っていただけると
考えられるものを厳選して、テキストとして出版させていただくことにしました。

テ キ ス ト は、 各 ユ ニ ッ ト の ト ピ ッ ク に 関 す る DIALOGUE、 内 容 に 係 る

VOCABULARY、トピックの英語の確認を行う LISTENING、内容把握に関する

TRUE OR FALSE?と QUESTIONS AND ANSWERS、本文にある成句を用いる

SENTENCE COMPLETION、要約文を完成する SUMMARY、連音や日本人が苦手

とする音に関する PRONUNCIATION、リズミカルな発音練習を行う RHYTHMICAL 

CHANT、さらに、オンライン上にある EnglishCentralを用いた自習コーナーも利用で

きるような構成となっています。本書に対応したオンライン上の EnglishCentralの学習サ
イトでは、テキストのコンテンツだけではなく、それぞれのトピックに関連した動画を用

いた学習もできるように設定しています。

本書 VOA News Clip Collectionと EnglishCentralを用いた学習を通して、学生の皆
さんが実践的な英語力のスキルアップを図っていただけるよう著者として願っています。

最後になりますが、この度のデジタルとアナログを融合する企画を提案頂いた ( 株 ) 成

美堂と EnglishCentralの関係者、また、本書の編集・校正・出版などにご尽力頂いた田村
栄一氏と佐野泰一氏に対して心より御礼を申し上げます。

2013年 10月
安浪誠祐

Richard S. Lavin
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UNIT

A Burger for a Fine Dining Experience1

(a) a bad economic situation（不景気）
(b) a monetary gain（利益）
(c) confirmed by an independent organization 

  （認定された）	
(d) eating and drinking（食事）	
(e) from basic components（最初から）

(f) grown without agricultural chemicals 

  （有機飼育の）
(g) the foods used in cooking a dish（食材)  
(h) to take advantage of a situation 

  （状況を利用する）

次の語の定義を下から選びなさい。
VOCABULARY

  1. recession (     )     2. capitalize (     )            3. profit (     )         4. certified (     ) 

     5. organic (     )          6. dining (     )   7. ingredients (     )   8. from scratch (     )

A: Hey, you wanna go 1( ) for a steak?

B:  Well, I don’t really have much money right now. How 2( )  

 going for a burger instead?

A: OK, that sounds good. Where 3( ) we go?

B:  I think there’s a new place that just opened 4( ) downtown.  

 Shall we go there?

A: Cool. That 5( ) good.

空所に下の語群から適当なものを入れて、英文を完成させなさい。その後、ペアを作って対
話の練習をしなさい。

DIALOGUE

about,     out,     shall,     sounds,     up

02
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Millar Sega: As American as apple pie, the old-fashioned 

hamburger is going 1(         ) some design changes  
2                   the worst recession since the 

1930s. Greg Cook is head chef at the BLT Mirage in Las 

Vegas.

Staff A: I think with the economy 3      

   , honestly, I think there is more 4(         ) 

for profit in a burger restaurant than 5      

         steak house right now. I think that the general 

public—I think you can always 6(          ) 

to have a burger.

Millar Sega: And restaurants  
7                                                                        

capitalize. At the Munch 

Bar at Caesars Palace, 

owner Bryan Ogden 

says his cooks have  
8(    ) a fast-food sandwich into a fine dining 

experience.

Staff B: We’re using certified black Angus beef. It’s  

all organic, no hormones. 

We’re going to farmers’ 

markets every day,  
9(      ) out the 

ingredients, the lettuces,  
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old-fashioned 昔風の　	

head chef 料理長　　　
BLT BLTバーガー　
Mirage ミラージュホテル

economy 経済　　

honestly 正直なところ　

steak ステーキ　　
general public 一般の人々　

hormone ホルモン　　

farmers’ market  
農産物の直売所　　　
 

lettuce レタス　　

英語を聞いて空所に適語を入れなさい。但し、カッコは内容、下線部は連音に注意しなさい。
LISTENING
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 Unit 1  -  A Burger for a Fine Dining Experience

you know, washing them 
10(                          ) and doing 

all the organic romaines 

and icebergs, and different 

boutique lettuces like red 

leaf, making our own 

jalapeno mayonnaise, spicy remoulades, little 

relishes, 11(         ) relishes from  

scratch. 12                                                        

that goes into this every day and our guys start 

early in the morning prepping the ingredients fresh  
13(                  ).

romaine ロメインレタス　

iceberg アイスバーグレタス
different いろいろな
boutique lettuce  
ブティックレタス　　

jalapeno mayonnaise  
ハラペーニョマヨネーズ　
spicy remoulade  
スパイシーレムラード
relish レリッシュ（ピクルス
の一種。キュウリやキャベツ
などの野菜を刻んで甘酢に漬
けたもの。）
prep 準備する
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Both interviewees in the video are wearing glasses.  [  T / F  ]1. 

The man cooking burgers at the end of the video is wearing a cap. [  T / F  ] 2. 

Eating burgers at restaurants is becoming more popular because of the good 3. 

economy.   [  T / F  ]

Bryan Ogden works at the Mirage Hotel.  [  T / F  ]4. 

The beef at the Munch Bar at Caesars Palace is organic.  [  T / F  ]5. 

Red leaf is a kind of lettuce.  [  T / F  ]6. 

A: What is one of the reasons for the increase in popularity of burgers in  (1) 

 restaurants? 

B:   .

A:  Who is Greg Cook? (2) 

B:   .

A:  Who is Bryan Ogden? (3) 

B:   .

A: How have the cooks at the Munch Bar changed the way they make  (4) 

 burgers? 

B:   .

内容と合っているものはTを、合っていないものは Fを❍で囲みなさい。
TRUE OR FALSE?

質問の答えを完成した後、ペアを作って、対話の練習をしてみましょう。
QUESTIONS AND ANSWERS
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 Unit 1  -  A Burger for a Fine Dining Experience

( 1.  ) (  ) the scholarship that I received from my 

university, I was able to go abroad to study in the summer vacation. 
大学から受けた奨学金のおかげで、私は夏休みに留学することができた。

I need more time for my studies, but unfortunately I ( 2.  ) 

(  ) (  ) give up my part-time job. 

私は勉強の時間がもっと必要だが、残念なことに、バイトをやめるだけの経済的余裕がない。

Companies that are ( 3.  ) (  ) react to changing 

circumstances generally do well. 

環境の変化にすばやく対応する会社は大抵うまくいく。

The world population explosion may be due ( 4.  ) (  ) to 

improved medical care. 

世界の人口の爆発的増加は、一つには医療が改善されたことに起因しているかも知れない。

My ideas are rather different from yours, but I think there is ( 5.  ) 

(  ) compromise. 
私の考えはあなたのとはかなり違っているが、妥協の余地はあると思う。

Traditionally, a burger is seen as a quick and cheap meal; those who want to 

spend a bit more time and money would go out for a steak instead. These days, 

however, with the long 1(  ),  people often cannot 2(  ) 

to get a steak, but they still want a pleasant dining 3(  ) that they 

cannot get in a fast-food restaurant. Restaurants have 4(  ) on this 

change by taking burgers up-market. Many use high-quality 5(  ) 

such as 6(  ) vegetables or Angus 7(  ). Some owners say 

there is more 8(  ) in burger restaurants than steak houses.

日本語の意味を表すように、本文から最も適当な語を選んで入れなさい。
SENTENCE COMPLETION

下の語群から最も適当なものを選び、要約文を完成させなさい。但し、英文の文頭に来るもの
は大文字にしなさい。

SUMMARY

afford,  beef,  capitalized,  experience,  ingredients,  organic,  profit,  recession
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つながって聞こえる音／つなげて発音する音
1語1語、区切って発音するのではなく、つながるように発音します。これをマスターすると自
然体で話されている英語が聞きやすくなったり、リズムで発音する時に楽に発音ができます。

PRONUNCIATION

次のフレーズを発音してみましょう。
with the economy 	 [wið ði]ウィズ・ジィ⇒[wíðði]ウィッズィ
the way it is now 　	[wei it iz]ウェイ・イトゥ・イズ⇒[wéiitiz]ウェイイティズ
than there is in a steak house	[ðer iz in ə]ゼア・イズ・イン・ア⇒[ðérizinə]ゼアリジィナ

音声を聞いて、下線部に適語を入れなさい。その後で、自分で発音してみましょう。
Pompeii was covered 1.                           lava from Mt. Vesuvius.

I don’t know 2.                           so expensive here.

                         3.  environment the                           now, we have to use 
more solar energy.

                         4.  swimming pool in town.

There is less money in my house than 5.                                 bank. 

05, 06

Cheeseburgers, cheeseburgers,

Everyone likes cheeseburgers.

Sesame bun, lettuce, and relish

With a burger and cheese

Make a good cheeseburger.

下線のところを強調しながら、リズミカルに大きな声で読みなさい。
RHYTHMICAL  CHANT

07

EnglishCentralにアクセスして、『見る』『学ぶ』『話す』『単語クイズ』のタスクを学習してみ
ましょう。

自習コーナー




