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本書の狙い
本書は，好評を頂いた『速読の基礎演習』
（Casey Malarcher，
森田 彰，原田 慎一）の最新版です．電子書籍・コンピューター問題・女子相撲な
どの最近の話題を取り入れ，より興味深い内容にいたしました．
基本語彙で書かれたやさしい英文を読み，内容理解やリスニングの問題を解きなが
らリーディング力や語彙力を養成できるよう編集された総合教材です．問題の難易度
を抑えていますので，英語を苦手とする方に適しています．passage のジャンルは多
岐にわたっており，楽しみながら読み進めることができる内容になっています．
本書は，1 課 4 ページで計 20 課の構成になっています．1 ページ目では，日本語の
導入による内容スキーマ（背景知識）の構築と，重要語の意味の確認を行います．こ
の 2 つのアクティビティにより，本文の内容理解が容易になります．2 ページ目で
200 語程度の passage を読みます．最新版から重要語や注の語句は太字に変更し，本
文のどこで使われているのかが，一目瞭然となっています．3 ページ目には，内容理
解の問題と要約のリスニング問題があります．内容理解問題は，4 択のやさしい問題
ですが，本文をきちんと理解していないと間違えてしまう適度な難易度になっていま
す．リスニングはやや難易度が上がりますが，本文と照らし合わせながら聴くとよい
と思います．最後の 4 ページ目で，重要語句の再確認を行い，定着を図ります．
速読力を鍛えるために，各 passage の語数を読み終えた時間で割り，1 分間当たり
に読むことができる語数 Word Per Minute（WPM）を算出するのも効果的です．1
課から 20 課までの WPM を記録し，速読力の伸長度を可視化するとモチベーション
が高まると思います．
本書は速読テキストですが，文の構造を把握しながら読む精読にも適しています．
英文は平易に書かれていますが，関係詞・不定詞・動名詞・分詞などさまざまな文法
項目を含んでいます．速読しようとすると passage の理解がおろそかになるという人
は，英文を正確に読むことを優先しましょう．精読の力がつけば，読む速度も自然と
速くなります．
本書の 20 課を読み終えれば，まとまった英語の文章を読みこなす自信がつくはずで
す．本書の使い方を良く読んで，楽しみながら学習してください．
最後に，本書の編集・出版に際して，有益なご助言と多大なご尽力を賜った（株）
成美堂の菅野英一氏に心より感謝申し上げます．

2014 年 7 月
編著者
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本書の使い方
BEFORE YOU READ
最初に，本文の内容理解を助ける日本語の簡単な導入があります．導入は本文を読
むときのヒントになっています．写真を見ながら，どんな内容が書いてあるのか予測
してみてください．

TARGET VOCABULARY
本文を読む前に，本文で使用されている重要語の意味を確認します．まず，日本語
で意味を書いてみて，自信のない単語や知らない単語は辞書で調べてみましょう．次
に，それらの定義や同義語がやさしい英語で書かれていますから，それを結びつけて，
語句のイメージも定着させてみましょう．

READING PASSAGE
本文は比較的やさしい単語を使って書かれた 200 語程度の英文です．自分のレベル
に合わせて，読み方を変えるといいでしょう．本文をやさしいと思う人は，時間を計
りながら全体の内容を短時間で読み取る速読をしてみましょう．その際にはわからな
い単語があっても辞書を引かずに，全体の流れから意味を類推しながら読み進めま
しょう．本文の最後に単語数があります．読み終えたら，単語数を読むのにかかった
時間で割ります．例えば，200 語の文を 4 分で読み終えた場合，200 語 ÷4 分＝分速
50 語です．毎回，分速を記録しておけば，速読力の伸びがわかります．本文を難しい
と思う人は，冒頭の語彙問題や注の説明に加え，必要に応じて辞書を使うといいでしょ
う．1 文 1 文時間をかけ，最終的に話の内容が理解できたときの喜びは非常に大きい
と思います．本書を終えた後は，以前よりもリーディング力や語彙力が身につき，英
語を読むことが楽しくなっているはずです．

READING COMPREHENSION
リーディング後に本文をきちんと理解していたかどうかを 5 問の選択問題で確認し
ます．全体的な内容を問う問題もあれば，詳細な内容を問う問題もあります．本文に
書かれていないものを選択させる NOT 問題は要注意です．自信がない場合は，本文
に戻って，解答の根拠となる箇所を探しましょう．

LISTENING COMPREHENSION
本文の内容の要約をリスニングし，空所に語句を入れ，要約を完成させます．少し
難易度が高いアクティビティです．音声を聞いてもわからない場合や，語句が聞き取
れてもスペルがわからない場合は，本文を読み返して確認してみましょう．完成した
要約を何度も音読し暗記すれば，英語で短い話をするスピーキング力が身につきます．

VOCABULARY REINFORCEMENT
本文で出てきた重要語句の使い方を選択問題で確認します．問題の形式は，文脈に
当てはまる語句を空所に入れるものと，イタリック体の語句の同義語を選ぶものがあ
ります．例文と一緒に覚え，スピーキングやライティングに使えるようにするといい
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でしょう．

IDIOMS
本文で使われたイディオムのうち，特に使用頻度が高く，重要と思われる 3 つのイ
ディオムをピックアップしています．例文を和訳し，その意味を文の中で確認してく
ださい．
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LIONS
百獣の王ライオン

百獣の王と呼ばれているライオンですが，どのような特徴を持ってい
るか知っていますか？ その大きな体は何kgぐらいあるのでしょう
か？ 普段どのようなものを食べ，またどのくらいの量を食べるので
しょうか？ もしライオンが人を襲えば，大変なことになってしまいま
す．今回はそんなライオンの生態について読んでみましょう．

TARGET VOCABULARY
T
Look up each word in a dictionary and match it with the closest meaning.
1. bite
2. collar
3. female
4. male
5. zoo

(
(
(
(
(

) a. boy or man
) b. girl or woman
) c. a place where people can see wild animals
) d. the part of a shirt or dress which is around the neck
) e. use teeth to cut or break something
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READING PASSAGE
R

CD
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Lions have been called the kings of the animal world. These animals can be

1

found wild in Africa and India. Lions in Africa can go without water for up to one
month, so they have no trouble during dry times.
Without question, lions are also one of the most popular animals to see in zoos.
5

Almost every zoo around the world has a few lions.
It is very easy for people to tell male and female lions apart. Lions are the
only kind of cat that shows this big difference between males and females. A
male lion has a mane, a large collar of hair around the lionʼs face. Females do not
have manes.
Male lions are also larger than females. A male lion usually weighs about 200

10

kilograms.
Both male and female lions have very strong mouths. They can break the
backs of other animals with one bite. One lion will usually kill between ten and
twenty large animals each year for food.
It is unusual for lions to kill people. However, in 1898 two lions killed and ate

15

over one hundred people in Kenya before they were shot by a British colonel
named P. J. Patterson. This story became the subject of a Hollywood movie
called The Ghost and the Darkness.
213 words

Notes
wild「野生の」 during dry times「乾季の間」 mane「
（ライオンや馬などの）たてが
み」 back
「 背 骨」
「 背中」 The Ghost and the Darkness
『ゴ ースト & ダークネス』
（1996 年公開．19 世紀末の実話である，アフリカの人食いライオン 2 頭と 2 人の男の戦
いを描く．主演マイケル・ダグラス，ヴァル・キルマー．
）

minutes

2

seconds

READING COMPREHENSION
R
Circle the letter of the best answer.
1. How are lions different from other cats?
a. Males and females look different. c. Lions are from Africa.
b. Many zoos keep them.
d. Lions are one of the most popular
animals at zoos.
2. Male lions . . .
a. are smaller than females.
b. are more popular than females.
3. Female lions . . .
a. are larger than males.
b. can break the back of an animal
with one bite.

c. weigh less than most people.
d. have manes.

c. need to drink water every day.
d. have manes.

4. How many large animals does one lion usually kill for food in one year?
a. less than 5
c. between 10 and 20
b. between 5 and 10
d. more than 20
5. Lions can live without water for . . .
a. a few days.
b. a week.

c. a month.
d. a year.

LISTENING COMPREHENSION
L

CD
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Listen to the CD and fill in the blanks.
Lions are different from other cats because it is easy to tell if a lion is male or
. The male lion has a (2)
of hair around its face. Lions
(1)
.
have strong mouths. They can break an animalʼs back with one (3)
water for a long time, so they have no trouble
Lions can also (4)
dry times.
(5)
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VOCABULARY REINFORCEMENT
V
Circle the letter of the best answer.
1. My brother is very
a. popular
b. male

. He can carry me on his back.
c. strong
d. old

2. Without question, male and female fish are hard to tell
a. from
c. apart
b. with
d. them
3. Be careful! That dog sometimes
a. bites
b. weighs
4. Fast food restaurants are more
a. popular
b. poor
5. I can never tell if a cat is
a. mane
b. dry

.

people.
c. tells
d. goes without
with young people than with older people.
c. female
d. wild

or female.
c. collar
d. male

IDIOMS
ID
Find each idiom in the story and translate the sentences into Japanese.
1. (
)(
) = なしですます，〜なしで生きる
How long can a person (
)(
) water?
2. (
(

)(
)(

) = 確かに，間違いなく
), Fred was the right person for the job.

3. (
) (things) (
) = 〜を区別する，〜の違いがわかる．
Lucy and Emily are twins. No one can (
) them (
).
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