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NEWS
DIGESTBeginners

「ビギナーズ」の特色と
真の英語力を付けるポイント

　英字新聞に代表される現代英語の読み方について、はじめの一歩からコーチするの
が、本書『NEWS DIGEST ビギナーズ』です。独学の友として、学校教材として、
至れり尽くせりの内容を盛り込みました。
　「忙しいので短期間で読解力・単語力を付けたい。でも長文はまだ苦手」という方
に最適です。高 1英語までの基礎がしっかりしている方ならば、本書によって大き
く力が伸びます。

○はじめての人向き、現代英語入門書　
○辞書なしで読める学習「時短」教材　
○『週刊 ST』からトップ記事を収録
○活字が大きく読みやすくなった本文
○「構文ナビ」が英文の隠れた構造を明示
○対訳・注釈が、独学者の誤読を防止
○対訳は、学習効果が高い直訳タイプ
○注釈で、単語力が伸びる「コア意味」を説明
○文法書に載っていない最新表現も解説
○見出し説明はネイティブ流の復元理解
○現代英語の主要表現・単語が身に付く
○ゆっくり朗読 CD で耳からも覚えやすい

　本書は、ジャパンタイムズ発行『週刊 ST』からトップニュースを集めたダイジェ
スト版に、全訳、注釈、コラム、そして CD を付けた英字新聞の入門書です。『週刊 

ST』は、学習者のために注釈を付けた英字新聞のパイオニア（ルーツは明治 31 年）。
バラエティに富む紙面で多くの読者に愛読されてきました。日本の英語界の俊秀を育
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ててきた、優れた独学教材でもあります。
　英字新聞は本来、英語ネイティブのための新聞ですから、学習者はあちこち誤読し
てしまいます。いくら辞書を引いても意味が分からないどころか、辞書にはまだ載っ
ていない新語もたくさん登場します。そんなとき、本書の語釈は文脈に応じた意味を
ズバリ教えてくれる、独学者にとっては不可欠な情報になります。また、いちいち辞
書を引かずに読めますので、学習時間を大幅に短縮できます。
　対訳は、英語の構文と意味にできるだけ忠実に直訳しました。ぎこちない訳であっ
ても、学習者ができるだけ原文のニュアンスを感じやすいことを優先してあります。
「理解するのはあくまで英文であり、日本語訳の部分ではない（つまり、訳を読んで
安心してはダメ）」ことを意識しながら読んでみてください。
　よく言われているように、英語学習のベストな方法は「英語で考える」＝「直読直
解」です。本書の直訳調対訳は、直読直解を手助けするツールなのです。

　英語と日本語には、構文など埋めがたいギャップがたくさんあります。それらを目
に見えるようにするため、本書では「構文ナビ」として、いろいろな工夫をしてい
ます。
　まず【　】と（　）で構文を明示してあります。これらのカッコに入っているのは、
【長い名詞句・節】と（挿入的要素）で、どちらも日本語にはあまりない構文です。
　英語の特徴の 1 つに、「日本語の感覚からみると異様に長～い名詞句・節が多い」
というのがあります。英語には前置詞・関係代名詞などがあるため、長いのが自然な
のです。この特徴に慣れると、英文を深く理解できるようになり、英語らしい文章が
書けるようになります。

　例えば、次の文を見てみましょう。

NEWS DIGEST ビギナーズの多彩な特色

英語特有の【長～い名詞句】に慣れるのがコツ
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政治・外交

NEWS 01-06

参院選で惨敗した自民党。閣僚の相次ぐ失言など、
安倍政権の危機管理能力の欠如が敗因の一つとされた

（YOSHIAKI MIURA PHOTO）
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04 Ruling coalition suffers huge defeat

2007年8月10日号

TRACK
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　Prime Minister Shinzo Abe’s ruling coalition suffered one of its 
worst defeats ever in the Upper House election July 29.
　The Democratic Party of Japan （DPJ） is now No. 1 in the 
Upper House. It won 60 of the 121 seats up for grabs, and now 
has 109 of the Upper House’s 242 seats.
　Meanwhile, Abe’s Liberal Democratic Party （LDP） won only 37 
seats, and now has only 83 seats. Its coalition partner, New 
Komeito, ended up with nine.
　Abe called the results “severe” but said he would not resign. “I 
must push ahead with reforms,” he said. “The responsibility for 
this utter defeat rests with me.”
　Instead, Mikio Aoki, the head of the LDP’s House of Councillors 
caucus, stepped down Aug. 1 to take responsibility for the defeat.
　Farm minister Norihiko Akagi was also dismissed over 
【political funds scandals that caused damage to the LDP’s 
election results】.
　Meanwhile, a record-high total of 26 women made it to the 
House of Councillors in the election. （Kyodo）
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英文を読み解こう

■〈見出し〉Ruling coalition suffers
huge defeat
= The ruling coalition suffered a huge defeat.

「与党連合、大敗を喫す」
● ruling coalition：連立与党、与党連合。「〈この

国を〉rule している〈政党の〉coalition（連合）」
● suffer：～で苦しむ、～をこうむる
● defeat：敗北
● ever：過去を通してこれまでずっと、史上
● Upper House：参院。正式名称は第 5 パラグ

ラフにある House of Councillors（参議院）
● Democratic Party of Japan：民主党。米国な

どの同名の政党と区別するため、英文名称には

of Japan が付く

■ seats up for grabs
「改選議席」。up for grabs は口語で「手を伸ばし
て grab（握る）すれば〈少し努力すれば〉手に
入る」が本来の意。the 121 seats up for grabs 

= the 121 seats （that were） up for grabs で、
「〈任期切れで〉空席になり、立候補すれば〈握っ
てしまえば〉手に入る 121 の席」といった意味。
● coalition partner：連立しているパートナー。

連立仲間
● end up with：（望ましくないもの）を手に入

れて終わる
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参議院選挙で連立与党が大敗

　安倍晋三首相率いる連立与党は、7月 29日に参院選で過去最悪の敗北の一つを喫した。
　民主党（DPJ）が今では参院において第一勢力となった。民主党は改選 121議席のうち 60議
席を獲得し、今では参院の 242議席のうち 109議席を占める。
　一方で、安倍首相の自由民主党（自民党）は 37議席しか獲得できず、今では全体で 83議席
だけとなった。自民党の連立相手（公明党）は 9議席に終わった。
　安倍首相はこの結果を「厳しい」と評したが、辞任しないと述べた。「改革を進めなければな
らない」と首相は語った。「この惨敗の責任は私にある」と語った。
　代わりに青木幹雄（自民党の参議院議員会長）が 8月 1日、敗北の責任を取って辞任した。
　また赤城徳彦農水相が、【自民党の選挙結果に悪影響を与えた政治資金スキャンダル】をめぐ
って更迭された。
　なお、過去最多となる 26人の女性が、この選挙で参議院議員に当選した。

　連立与党の敗北が予想された参院選の焦点は、
敗北の度合いによる安倍首相の出処進退だった。
1998年の参院選では、自民党が44議席の獲
得にとどまり、橋本龍太郎首相（当時）は退陣
に追い込まれた。このため「44」という議席
数が、勝敗ラインとみられていた。
　選挙の結果、自民党が獲得したのは40議席
を下回る37議席。首相の退陣は必至と思われ
たが、安倍氏は早々と続投を表明、党内の批判

を封じ込めた。背景には、自民党内の派閥が弱
まり、安倍氏の首に「鈴」を付ける有力者も、
適当な首相候補者もいないことがある。一方で
安倍氏も、年金問題や閣僚の失言を自分自身の
失政とは見ていないように振る舞った。
　民主党側も、安倍氏の続投を望んでいた節が。
テロ特別措置法の延長問題などで国会が行き詰
まれば、衆院解散は避けられない。民主党は次
期衆院選で政権交代を目指す戦略だ。（水本）

BACKGROUND ニュースの背景

● nine：ここでは nine seats の略
● severe：厳しい
● push ahead with：～と共に前へ押し進む
● utter：完全な = complete

● rest with：～と共にある。The responsibility 

for ... rests with me. で「…の責任は私にある」
● caucus：政党集会、政党の幹部会
● farm minister：農業の大臣。赤城氏のことを正

式に書くと Agriculture, Forestry and Fisheries 

Minister Norihiko Akagi と長くて読みづらい
ため、短縮した非公式表現が farm minister 

Norihiko Akagi（赤城徳彦農水相）
● dismiss：解任する
● record-high：記録的高さの、最高記録の
● made it to： う ま く ～ へ 達 し た、 な っ た。

make it は「うまくいく」という熟語で、ここ
の it が具体的に指すものはない
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