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＜Ｒｅａｄｉｎｇ Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｏｎ＞ 

 

The aim and its substitution for the sentences 

ねらいと入れ替え文 

 

ここではセンテンスの基本的な構造を理解しましょう。言葉は生き生きと躍動して感情を伝えま

す。ネイティブスピーカーのように、言葉が流れていく通りに頭にいれていけば、やがて、生き

ている言葉をとらえる醍醐味を味わうことができるでしょう。 

 

1． Ｂｏｓｔｏｎ 

 

◎ 分詞を含む構文 

◇ 分詞構文（→Essential Basic Structure 33～36） 

分詞構文はどのようにしてできたか。 

 Ａｓ I ｌｉｖｅ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ， Ｉ ａｌｗａｙｓ 

～ので 私は 住んでいる ～に      いなか    私は  常に 

 ｗｅｌｃｏｍｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ． 

  ～を歓迎する    来客 

  （私はいなかに住んでいるので、私は常に来客を歓迎する） 

 

このように表現することも多いのですが、ちょっとくどい感じもする。 

Ｉが二つもでてきて、一つは省略してもよさそう．接続詞 Ａｓがなくても、二つの文のつなが

りはわかる。前の文は後の文の Ｉ がどんな状態であるかを述べているので、ここで分詞を使っ

てみたらどうか。入門の進行形にでてきたあの分詞、その中に動作を含んでいるので、何かが活

動し、動いているありさまを生き生きと相手に伝えることができる分詞。 

それで動詞の ｌｉｖｅを、分詞のｌｉｖｉｎｇに変えてしまう。これで「分詞構文」というもの

のできあがりです． 

 

→ Ｌｉｖｉｎｇ （＝Ａｓ Ｉ ｌｉｖｅ） ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ，  

I ａｌｗａｙｓ ｗｅｌｃｏｍｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ． 

 （いなかに住んでいるので、私は常に来客を歓迎する） 

 

  ☆分詞が中心になって主文を副詞的に修飾する句を分詞構文といいます。 

    時、原因･理由、譲歩、条件、付帯状況などの意味を表します。 

 

Ｓｅｅｋｉｎｇ （＝Ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｓｏｕｇｈｔ） ａ ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ 

～をさがしていた時                      保護された 

ａｒｅａ， Ｊｏｈｎ Ｗｉｎｔｈｔｏｐ ａｎｄ ｈｉｓ ａｓｓｉｓｔｔａｎｔｓ 

 地域  （主文）ジョーン ウィンスロップ と   彼の      助手は 

ｃｈｏｓｅ ａ ｓｍａｌｌ ｈｉｌｌ． 

～を選んだ    小さな   丘 

 （保護された地域をさがしていた時．ジョーン ウィンスロップと彼の助手は小さな丘を 

選んだ） 

 

1 Ｔａｋｉｎｇ（＝Ｗｈｅｎ Ｉ ｔｏｏｋ） ｔｈｅ ｔｒａｉｎ， 

  ～に乗った時               その  列車 
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  Ｉ ｃｏｕｌｄ ｓｅｅ ａ ｂｏｓｏｍ ｆｒｉｅｎｄ ｏｆ ｍｉｎｅ 

  私は ～できた ～に会う   親しい    友人     私の 

  ｂｙ ａｃｃｉｄｅｎｔ． 

    偶然に 

   （その列車に乗った時、私は偶然に私の親友に会えた） 

 

2 Ｂｅｉｎｇ（＝Ａｓ ｈｅ ｗａｓ）ｅｘｈａｕｓｔｅｄ， ｈｅ ｗｅｎｔ ｔｏ 

  疲れ果てたので                  彼は      寝た 

  ｂｅｄ ｅａｒｌｙ． 

        早く 

   （疲れ果てたので、彼は早く寝た） 

 

3 Ｔｒｙｉｎｇ（＝Ｔｈｏｕｇｈ Ｉ ｔｒｉｅｄ） ｔｏ ｗｒｉｔｅ ｄｏｗｎ 

  ～しようとしたけれども                ～を書き留める 

  ａ ｇｏｏｄ ｉｄｅａ， Ｉ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ｒｅｃａｌｌ ａｎ 

     良い   アイデア   私は ～できなかった   ～を思い出す 

  ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｗｏｒｄ． 

      適切な     ことば 

     （良いアイデアを書き留めようとしたけれども、私は適切なことばを思い出せなかった） 

 

4 Ｇｏｉｎｇ（＝Ｉｆ ｙｏｕ ｇｏ） ｄｏｗｎ ｔｈｉｓ ｓｔｒｅｅｔ， ｙｏｕ 

  行けば             ～を下って  この    通り   あなたは 

  ｗｉｌｌ ｇｅｔ ｔｏ ｔｈｅ ｂａｎｋ． 

  ～でしょう  着く ～に  その   銀行 

   （この通りを行けば、あなたはその銀行に着くでしょう） 

 

5 Ｔｈｅ ｔｒａｉｎ ｓｔａｒｔｅｄ ａｔ ｎｉｎｅ， ａｒｒｉｖｉｎｇ 

       列車は   出発した   ～に  9時      そして着いた 

   （＝ａｎｄ ａｒｒｉｖｅｄ）ｉｎ Ｂｏｓｔｏｎ ａｔ ｔｗｅｌｖｅ ． 

                 ～に  ボストン  ～に   12時 

   （列車は 9 時に出発して、ボストンに 12時に着いた） 

 

 

◇ 完了形の分詞構文（EBS 34） 

  完了形の分詞は主文の時制より以前のことを示す。 

1 Ｈａｖｉｎｇ （＝Ａｓ ｈｅ ｈａｄ） ｌｏｓｔ ｈｉｓ ｗａｌｌｅｔ， ｈｅ 

  ～を失ったので                  彼の    財布     彼は 

  ｈａｄ ｔｏ ｂｏｒｒｏｗ ｓｏｍｅ ｍｏｎｅｙ． 

  ～しなければ  借りる   いくらかの  お金 

  ならなかった 

   （財布を失ったので、彼はいくらかのお金を借りなければならなかった） 

 

2 Ｈａｖｉｎｇ （＝Ａｆｔｅｒ ｈｅ ｈａｄ） ｆｉｎｉｓｈｅｄ ｔｈｅ 

  ～を終えてから                         その 

  ｔａｓｋ， ｈｅ ｗｅｎｔ ｏｕｔ． 

   仕事   彼は   出かけた 

   （その仕事を終えてから、彼は出かけた） 
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3 Ｈａｖｉｎｇ（＝Ｓｉｎｃｅ Ｉ ｈａｄ） ｎｅｖｅｒ ｓｅｅｎ ｈｉｍ， 

  ～に会ったことがなかったので                   彼に 

   Ｉ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅ ｈｉｍ． 

  私は  ～できなかった   ～に気づく     彼に 

  （彼に会ったことがなかったので、私は彼に気づくことができなかった） 

 

◇過去分詞の分詞構文（EBS 35） 

1 Ｓｕｒｒｏｕｎｄｅｄ （＝Ｓｉｎｃｅ ｉｔ ｉｓ ｓｕｒｒｏｕｎｄｅｄ） 

  囲まれているので 

  ｂｙ ｔｈｅ ｓｅａ，Ｊａｐａｎ ｈａｓ ａ ｍｉｌｄ ｃｌｉｍａｔｅ ． 

  ～によって   海   日本は ～を持つ    温暖な    気候 

   （海に囲まれているので、日本は温暖な気候を持つ） 

 

2 Ｇｉｖｅｎ （＝Ｉｆ Ｉ ａｍ ｇｉｖｅｎ） ａ ｃｈａｎｃｅ， Ｉ 

  ～を与えられたら                   機会    私は 

  ｗｏｕｌｄ ｌｉｋｅ ｔｏ ｖｉｓｉｔ Ｇｅｒｍａｎｙ ｆｉｒｓｔ． 

       ～したい     ～を訪れる   ドイツ   最初に 

   （もし機会が与えられたら、私はドイツを最初に訪れたい） 

 

3 Ｂｏｒｎ （＝Ｔｈｏｕｇｈ ｈｅ ｗａｓ ｂｏｒｎ） 

  生まれたけれども 

  ｉｎ ａ ｐｏｏｒ ｆａｍｉｌｙ， Ｌｉｎｃｏｌｎ ｃｏｕｌｄ ｂｅｃｏｍｅ 

  ～に   貧乏な     家     リンカーンは  ～できた  ～になる 

  ａ ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ． 

       大統領 

  （貧乏な家に生まれたけれども、リンカーンは大統領になることができた） 

 

◇ 独立分詞構文（EBS 36） 

  分詞構文の主語と主文の主語が違う場合は、分詞構文の前にその動作をする主語を 

  置く。 

1 Ｔｈｅ ｓｕｎ ｈａｖｉｎｇ ｓｅｔ（＝Ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｓｕｎ ｈａｄ 

  太陽が沈んでから 

  ｓｅｔ）， ｗｅ ａｒｒｉｖｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｃｏｔｔａｇｅ． 

       私たちは  着いた  ～に  その   コテッジ 

  （太陽が沈んでから、私たちはそのコテッジに着いた） 

 

2 Ｉｔ ｂｅｉｎｇ ｆｉｎｅ （＝Ａｓ ｉｔ ｗａｓ ｆｉｎｅ）， 

  天気が良かったので 

  ｗｅ ｗｅｎｔ ｏｕｔ ｆｏｒ ａ ｌｏｎｇ ｗａｌｋ． 

  私たちは 出かけた    ～に     長い  散歩 

  （天気が良かったので、私たちは長い散歩に出かけた） 

 

3 Ｗｅ ｗｉｌｌ ｓｔａｒｔ ｔｏｍｏｒｒｏｗ， ｏｕｒ ｃａｐｔａｉｎ 

  我々は ～でしょう 出発する    明日     我々の  キャプテンが 

  ｐｅｒｍｉｔｔｉｎｇ （＝ｉｆ ｏｕｒ ｃａｐｔａｉｎ ｐｅｒｍｉｔｓ）． 

  許可すれば 

   （我々のキャプテンが許可すれば、我々は明日川発するでしょう） 
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◎ 不定詞を含む構文 

◇ ～enough to… 〔…するほど～〕（EBS 26） 

 

Ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ ｗａｓ ｄｅｅｐ ｅｎｏｕｇｈ 

    チャールズ川は ～だった 深い    充分に 

ｔｏ ａｃｃｏｍｏｄａｔｅ ｔｈｅ ｅｒａ’ｓ ｌａｒｇｅ ｓｈｉｐｓ． 

  ～を収容するために    その   時代の   大きな    船 

 （チャールズ川は充分に深かった、その時代の大きな船を収容するために） 

 

1 Ｈｅ ｉｓ ｏｌｄ ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ ｒｅｔｉｒｅ． 

  彼は ～である 年とった 充分に   引退するために 

   （彼は引退するのに充分な年である） 

 

2 Ｉ ｇｏｔ ｕｐ ｅａｒｌｙ ｓｏ ａｓ ｎｏｔ ｔｏ ｍｉｓｓ 

  私は 起きた   早く       ～しないように  乗り遅れる 

  ｔｈｅ ｔｒａｉｎ． 

   その  列車 

  （私は早く起きた、その列車に乗り遅れないように） 

 

3 Ｓｈｅ ｉｓ ｔｏ ｃｏｍｅ ｔｈｉｓ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ． 

  彼女は ～することに 来る     午後 

       なっている 

  （彼女は午後来ることになっている） 

  



5 

L.1 Boston _ Words & Phrases 

 

精神的な深さのある  spiritual 

首都    capital 

密接な    close 

結びつき    link 

遺産    heritage 

祖先    progenitor 

独立戦争    the American Revolution 

もっとも初期の   the earliest 

文化    culture 

影響を与える   influence 

世紀    century 

船団    fleet 

乗客    passenger 

～から出航する   set sail from～ 

～に向かう    be bound for～ 

湾     bay 

植民地    colony 

ひたむきな    dedicated 

清教徒    Puritan 

共同社会    community 

定住する    settle 

保護する    protect 

助手    assistant 

選ぶ    choose 

土手    bank 

入口    entrance 

入江    creek 

上流に    upstream 

収容する    accommodate 

時代    era 

通行    passage 

危険な    treacherous 

なじみのない   unfamiliar 

狭い    narrow 

水路    channel 

一連の～    a series of～ 

防御柵    stockade 

堀     trench 

建設する    construct 

旅行者    visitor 

魅力的な    attractive 

美しさ    beauty 

いちじるしく   remarkably 

港     harbor 

歴史的な    historical 

遺産    heritage 
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決定的な    definite 

積極的な    positive 

衝撃    impact 

旅行者    tourist 

～に魅了される   be attracted by～ 

有名な    famous 

教育機関    educational institution 

味     taste 

～に参加する   participate in～ 

世に知られた   celebrated 

住まい    residence 

熱狂的な    fanatical 

熱情的な    fevered 

鑑賞者    appreciator 

～に指揮される   be conducted by～ 

～することを楽しむ  enjoy ～ing 

ぶらつく    wander 

～とみなされる   be regarded as～ 

オアシス    oasis 

穏やかさ    calm 

安らぎ    restfulness 

得る    obtain 

祝福    bliss 

心地よさ    comfort 

見のがす    miss 

記念碑    monument 

彫刻家    sculptor 

建設する    construct 

捧げもの    tribute 

兵士    soldier 

～と戦う、～のために戦う  fight for～ 

南北戦争    the Civil War 

石畳の通り    cobblestone street 

～を…と結びつける  connect～with… 

現在の    present 

過去    past 

住居の    residential 

複合体    complex 

省略    abbreviation 

便利な    convenient 

土地の    native 

卓越した    distinguished 

～に…することを可能にする allow～to… 

～で有名である   be famous for～ 

歴史    history 

独立    independence 

インスピレーション  inspiration 
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L.1 Boston _ English Brain 

 

Ａｓ ｔｈｅ ｓｐｉｒｉｔｕａｌ ｃａｐｉｔａｌ ｏｆ 

～として   精神的な深さのある   首都    ～の 

ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ ｓｔａｔｅｓ， 

    ニュー イングランド    州 

 

ａｓ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ’ｓ ｃｌｏｓｅｓｔ ｌｉｎｋ 

～として     国家の     最も密接な  結びつき 

ｔｏ ｉｔｓ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｈｅｒｉｔａｇｅ， 

～に  その  ヨーロッパの     遺産 

対する 

 

ａｓ ｔｈｅ ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒ ｏｆ 

として       祖先      ～の 

ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

           独立戦争 

ａｎｄ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ， 

 と        国家 

 

ａｎｄ ａｓ ｔｈｅ ｅａｒｌｉｅｓｔ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ 

そして ～として    最も初期の     中心   ～の 

Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｕｌｔｕｒｅ， 

  アメリカの     文化 

 

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ 

ボストンは    ～に影響を与えてきた          国 

ｆｏｒ ｎｅａｒｌｙ ｔｈｒｅｅ ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ． 

～の間   ほぼ     ３       世紀 

 

Ｉｎ １６３０， ａ ｆｌｅｅｔ ｏｆ １１ ｓｈｉｐｓ 

～に １６３０年    船団が  ～の １１   船 

ｃａｒｒｙｉｎｇ ７００ ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ， 

～を運ぶための  ７００人の   乗客 

ｓｅｔ ｓａｉｌ ｆｒｏｍ Ｅｎｇｌａｎｄ， 

  出航した    ～から   イギリス 

ｂｏｕｎｄ ｆｏｒ 

 向かって ～へ 

ｔｈｅ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ Ｃｏｌｏｎｙ． 

       マサチューセッツ    湾   植民地 
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Ｔｈｉｓ ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｂａｎｄ ｏｆ Ｐｕｒｉｔａｎｓ 

 この    ひたむきな    一団は ～の   清教徒 

ｈｏｐｅ ｔｏ ｂｕｉｌｄ ｔｈｅｉｒ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 

～を望んだ  ～を作ること  彼らの    共同社会 

ａｒｏｕｎｄ ａ ｐｕｒｅｒ， ｍｏｒｅ Ｂｉｂｌｉｃａｌ 

～のまわりに   より純粋な   もっと   聖書にある 

ｃｈｕｒｃｈ． 

  教会 

 

Ｔｈｅｙ ｓｅｔｔｌｅｄ ｓｅｖｅｒａｌ ｖｉｌｌａｇｅｓ 

彼らは  ～に定住した   いくつかの     村 

ａｒｏｕｎｄ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ， 

～のまわりに   マサチューセッツ     湾 

ｂｕｔ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ａｇｒｅｅ ｏｎ ａ ｃａｐｉｔａｌ． 

しかし   できなかった  合意する  ～に     首都 

 

Ｓｅｅｋｉｎｇ ａ ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ ａｒｅａ， 

～をさがしていた時   保護された    地域 

Ｊｏｈｎ Ｗｉｎｔｈｒｏｐ ａｎｄ ｈｉｓ ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ 

ジョーン ウィンスロップ   と   彼の     助手は 

ｃｈｏｓｅ ａ ｓｍａｌｌ ｈｉｌｌ 

～を選んだ    小さな   丘 

ｏｎ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈ ｂａｎｋ 

～の上に     北の    土手 

ｏｆ ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ Ｒｉｖｅｒ， 

～の      チャールズ    川 

ａｔ ｔｈｅ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｔｏ ａ ｓｍａｌｌ ｃｒｅｅｋ， 

～に        入口    ～へ    小さな   入江 

５ ｍｉｌｅｓ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｆｒｏｍ Ｂｏｓｔｏｎ． 

５  マイル    上流〔に〕  ～から   ボストン 

 

Ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ ｗａｓ ｄｅｅｐ ｅｎｏｕｇｈ 

 チャールズ川は    ～だった 深い   充分に 

ｔｏ ａｃｃｏｍｏｄａｔｅ 

  ～を収容するために 

ｔｈｅ ｅｒａ’ｓ ｌａｒｇｅ ｓｈｉｐｓ， 

その   時代の   大きな    船 

ｙｅｔ ｔｈｅ ｐａｓｓａｇｅ ｗａｓ ｔｒｅａｃｈｅｒｏｕｓ 

しかし その   通行は   ～だった    危険な 

ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｕｎｆａｍｉｌｉａｒ ｗｉｔｈ 

～にとって それら なじみのない人々    ～と 
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ｔｈｅ ｎａｒｒｏｗ ｃｈａｎｎｅｌ． 

      狭い     水路 

 

Ｌａｔｅｒ， ａ ｓｅｒｉｅｓ ｏｆ ｓｔｏｃｋａｄｅ ｆｅｎｃｅｓ 

 その後       一連の        防御柵     へい 

ａｎｄ ａ ｔｒｅｎｃｈ， ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ 

 と      堀が      建設された 

ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｔｏｗｎ． 

～のまわりに  その   町 

 

Ｎｏｗ， Ｂｏｓｔｏｎ ｍａｋｅｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｖｉｓｉｔｏｒｓ 

今や  ボストンは           多くの      旅行者 

ｓｕｒｐｒｉｓｅｄ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ 

 ～を驚かせる    ～で   その    魅力的な 

ｓｐｏｔｓ ａｎｄ ｉｔｓ ｂｅａｕｔｙ． 

 行楽地   と  その   美しさ 

 

Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｒｅｍａｒｋａｂｌｙ ｓｍａｌｌｅｒ 

その  都市は ～です  いちじるしく    もっと小さい 

ｔｈａｎ ｏｔｈｅｒ ｆａｍｏｕｓ ｃｉｔｉｅｓ 

～より   他の    有名な    都市 

ｉｎ ｔｈｅ Ｕ．Ｓ．Ａ． 

～で  アメリカ合衆国 

 

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｐａｒｋｓ， ｌａｋｅｓ， 

ボストンは  ～を持つ   美しい     公園      湖 

ｒｉｖｅｒ，ｈａｒｂｏｒ，ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ 

  川     港    そして    歴史的な 

ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ ａｎｄ ｈｅｒｉｔａｇｅ． 

   建物     ～や    遺産 

 

Ｔｈｅｙ ｇｉｖｅ ａ ｄｅｆｉｎｉｔｅ ｐｏｓｉｔｉｖｅ 

それらは ～を与える    決定的な     積極的な 

ｉｍｐａｃｔ ｔｏ ｔｏｕｒｉｓｔｓ 

  衝撃   ～に   旅行者 

ｗｈｏ ｓａｗ ｔｈｅ ｃｉｔｙ 

    ～を見た その  街 

ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｉｍｅ． 

      はじめて 
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Ｔｈｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｂｙ 

      旅行者は   よく～した  魅了される     ～によって 

ｔｈｒｅｅ ｒｅａｓｏｎｓ． 

 ３つの    理由 

 

Ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａｇｅ， 

それらは ～だった    歴史的な       遺産 

ｆａｍｏｕｓ ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ 

 有名な       教育          機関 

ｓｕｃｈ ａｓ Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

 ～のような   ハーバード     大学 

ａｎｄ ＭＩＴ， ａｎｄ 

～や  ＭＩＴ  そして 

ｔｈｅ ｔａｓｔｅ ｏｆ ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ ｌｏｂｓｔｅｒ． 

      味   ～の   おいしい     ロブスター 

 

Ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ ｉｎ 

多くの   人々は      参加する     ～に 

ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ Ｍａｒａｔｈｏｎ 

     ボストン    マラソン 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｏｌｄｅｓｔ 

     ～です   もっとも古い 

ａｎｄ ｍｏｓｔ ｃｅｌｅｂｒａｔｅｄ ｏｎｅ． 

そして もっとも   世に知られた   マラソン 

 

Ｂｏｓｔｏｎｉａｎｓ ｈａｖｅ 

 ボストンの人々は  ～を持つ 

ａ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 

     美しい       住まい 

ａｎｄ（ｔｈｅｙ ａｒｅ） ｆａｎａｔｉｃａｌ ａｂｏｕｔ 

そして  彼らは ～です    熱狂的な     ～に 

ｓｐｏｒｔｓ ｌｉｋｅ ｂａｓｅｂａｌｌ， ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ， 

スポーツ  ～のような   野球     バスケットボール 

ａｎｄ ｈｏｃｋｅｙ． 

～や   ホッケー 

 

Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｈａｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ 

その   街は ～を持つ  たくさんの～ 

ｆｅｖｅｒｅｄ ｌｏｖｅｒ ａｎｄ 

  熱情的な   愛好者   ～と 
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ａｐｐｒｅｃｉａｔｏｒ ｏｆ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｍｕｓｉｃ． 

    鑑賞者     ～の      クラシック音楽 

 

Ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｃ Ｏｒｃｈｅｔｒａ 

     ボストン   フィルハーモニック   オーケストラは 

ｗｈｉｃｈ ｗａｓ ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ ｂｙ Ｓｅｉｊｉ Ｏｚａｗａ 

        指揮された     ～によって セイジ   オザワ 

ｗａｓ ｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎ ｔｏ ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ 

     よく  知られた  ～に    みんな 

ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ． 

～じゅうに   世界 

 

Ｔｈｅ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｏｆ Ｂｏｓｔｏｎ Ｃｉｔｙ 

       住民は    ～の  ボストン   市 

ｅｎｊｏｙ ｗａｎｄｅｒｉｎｇ ａｎｄ ｔａｋｉｎｇ ａ ｗａｌｋ 

～を楽しむ  ぶらつくこと   そして    散歩をすること 

ａｌｏｎｇ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ 

～に沿って      コモン 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｌａｒｇｅ ｐｕｂｌｉｃ ｐａｒｋ 

      ～です     大きな       公園 

ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ． 

～に       中心   ～の      市 

 

Ｔｈｅ ｐａｒｋ ｉｓ ｒｅｇａｒｄｅｄ ａｓ 

 その  公園は   みなされる      ～と 

ａｎ ｏａｓｉｓ ｏｆ ｃａｌｍ ａｎｄ ｒｅｓｔｆｕｌｎｅｓｓ． 

    オアシス ～の 穏やかさ そして     安らぎ 

 

Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐａｒｋ ｔｈｅｙ ｏｂｔａｉｎ ｂｌｉｓｓ 

 から   その   公園   彼らは   ～を得る    祝福 

ａｎｄ ｃｏｍｆｏｒｔ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｄａｉｌｙ ｌｉｖｅｓ． 

 ～と   心地よさ   ～で  彼らの   日常の    生活 

 

Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａｇｅ （ｗｈｉｃｈ） 

   歴史的な      遺産は 

ｏｎｅ ｓｈｏｕｌｄｎ’ｔ ｍｉｓｓ ｔｏ ｓｅｅ 

人が   ～すべきでない ～を見のがす 見ること 

ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ 

～で      コモン 

ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｎｕｍｅｎｔ ｂｙ ｔｈｅ ｓｃｕｌｐｔｏｒ， 

～です      記念碑   ～による      彫刻家 
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Ａｕｇｕｓｔｕｓ Ｓａｉｎｔ－Ｇａｕｄｅｎｓ． 

オーガスタス    セイント  ガウデンズ 

 

Ｉｔ ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ 

それは   建設された 

ａｓ ａ ｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ｔｈｅ ｇｒｏｕｐｓ ｏｆ 

～として  捧げもの ～に対する     グループ  ～の 

ｂｌａｃｋ ｓｏｌｄｉｅｒｓ 

  黒人     兵士 

ｗｈｏ ｆｏｕｇｈｔ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ 

      戦った   ～と    北軍 

ｉｎ ｔｈｅ Ｃｉｖｉｌ Ｗａｒ． 

～で      南北戦争 

 

Ｔｈｅ ｃｏｂｂｌｅｓｔｏｎｅ ｓｔｒｅｅｔｓ ｃｏｎｎｅｃｔ 

        石畳の       通りは   ～を結びつける 

ｔｈｅ ｐｒｅｓｅｎｔ ｄａｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐａｓｔ 

      現在の    日   ～と       過去 

ｉｎ ｔｈｉｓ ｍｏｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ 

～の中で  この もっとも    美しい 

ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｃｏｍｐｌｅｘ ａｎｄ ａｒｅａ． 

    住居の       複合体    ～と   地域 

 

Ａｍｔｒａｋ ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ａｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ 

アムトラックは    ～である        省略 

ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｔｒａｖｅｌ ａｎｄ Ｔｒａｋ 

～の  アメリカン    トラベル  アンド トラック 

ｓｔａｒｔｅｄ ｔｏ ｇｉｖｅ 

～を始めた   ～を与えることを 

ａ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅ 

     便利な       サービス 

ｔｏ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ ａｎｄ ｎａｔｉｖｅ ｐｅｏｐｌｅ 

～に    旅行者    ～と   土地の     人々 

ｗｉｔｈ ｈｉｇｈ ｓｐｅｅｄ ｒａｉｌ ｓｅｒｖｉｃｅ 

～で    ハイ  スピード  鉄道   サービス      

ｂｅｔｗｅｅｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ ａｎｄ Ｂｏｓｔｏｎ． 

～の間で     ニューヨーク   市   ～と  ボストン 

 

Ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｏｆ ｔｈｉｓ ｓｅｒｖｉｃｅ 

     モデルは  ～の  この   サービス 
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ｗａｓ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ＴＧＶ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ． 

～だった    卓越した      ＴＧＶ ～で  フランス 

 

Ｔｈｉｓ ｇｒｅａｔｅｒ ａｎｄ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｗａｙ ｏｆ 

 この   より壮大な  そして    便利な     方法は ～の 

 

ａｃｃｅｓｓ ａｌｌｏｗｓ ｕｓ ｔｏ ｃａｌｌ ａｔ 

 アクセス ～を可能にする 私達に 訪れること  ～を 

ｔｈｅ ｃｉｔｙ 

その   都市 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｆａｍｏｕｓ ｆｏｒ ｉｔｓ ｈｉｓｔｏｒｙ， 

    ～である   有名な   ～で  その    歴史 

ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ， 

     独立 

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ， 

     教育         機関 

ａｎｄ ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ． 

 ～と   インスピレーション 
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L.1 Boston _ Practice Listening Comprehension 

 

Ｂｏｓｔｏｎ 

 

Ａｓ ｔｈｅ ｓｐｉｒｉｔｕａｌ ｃａｐｉｔａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｅｎｇｌ-

ａｎｄ ｓｔａｔｅｓ，ａｓ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ’ｓ ｃｌｏｓｅｓｔ ｌｉｎｋ ｔｏ 

ｉｔｓ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｈｅｒｉｔａｇｅ，ａｓ ｔｈｅ ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒ ｏｆ 

ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ａｎｄ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ，ａｎｄ 

ａｓ ｔｈｅ ｅａｒｌｉｅｓｔ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｕlｔｕrｅ，

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ ｆｏｒ  

ｎｅａｒｌｙ ｔｈｒｅｅ ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ． 

 

Ｉｎ １６３０， ａ ｆｌｅｅｔ ｏｆ １１ ｓｈｉｐｓ ｃａｒｒｙｉｎｇ ７００ 

ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ，ｓｅｔ ｓａｉｌ ｆｒｏｍ Ｅｎｇｌａｎｄ，ｂｏｕｎｄ ｆｏｒ 

ｔｈｅ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ Ｃｏｌｏｎｙ．Ｔｈｉｓ ｄｅｄｉｃａｔ-

ｅｄ ｂａｎｄ ｏｆ Ｐｕｒｉｔａｎｓ ｈｏｐｅ ｔｏ ｂｕｉｌｄ ｔｈｅｉｒ  

ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ａｒｏｕｎｄ ａ ｐｕｒｅｒ， ｍｏｒｅ Ｂｉｂｌｉｃａｌ  

ｃｈｕｒｃｈ． 

 

Ｔｈｅｙ ｓｅｔｔｌｅｄ ｓｅｖｅｒａｌ ｖｉｌｌａｇｅｓ ａｒｏｕｎｄ Ｍａｓ-

ｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ，ｂｕｔ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ａｇｒｅｅ ｏｎ ａ  

ｃａｐｉｔａｌ． Ｓｅｅｋｉｎｇ ａ ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ ａｒｅａ，Ｊｏｈｎ  

Ｗｉｎｔｈｒｏｐ ａｎｄ ｈｉｓ ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ ｃｈｏｓｅ ａ ｓｍａｌｌ 

ｈｉｌｌ ｏｎ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈ ｂａｎｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ  

Ｒｉｖｅｒ，ａｔ ｔｈｅ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｔｏ ａ ｓｍａｌｌ ｃｒｅｅｋ， 

５ ｍｉｌｅｓ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｆｒｏｍ Ｂｏｓｔｏｎ． 

 

Ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ ｗａｓ ｄｅｅｐ ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ ａｃｃｏｍｏｄａｔｅ 

ｔｈｅ ｅｒａ’ｓ ｌａｒｇｅ ｓｈｉｐｓ， ｙｅｔ ｔｈｅ ｐａｓｓａｇｅ ｗａｓ 

ｔｒｅａｃｈｅｒｏｕｓ ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｕｎｆａｍｉｌｉａｒ ｗｉｔｈ 

ｔｈｅ ｎａｒｒｏｗ ｃｈａｎｎｅｌ． Ｌａｔｅｒ， ａ ｓｅｒｉｅｓ ｏｆ  

ｓｔｏｃｋａｄｅ ｆｅｎｃｅｓ ａｎｄ ａ ｔｒｅｎｃｈ， ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕ-

ｃｔｅｄ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｔｏｗｎ． 

 

Ｎｏｗ， Ｂｏｓｔｏｎ ｍａｋｅｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｓｕｒｐ-

ｒｉｓｅｄ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ ｓｐｏｔｓ ａｎｄ ｉｔｓ  

ｂｅａｕｔｙ． Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｒｅｍａｒｋａｂｌｙ ｓｍａｌｌｅｒ 

ｔｈａｎ ｏｔｈｅｒ ｆａｍｏｕｓ ｃｉｔｉｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｕ．Ｓ．Ａ． 

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｐａｒｋｓ，ｌａｋｅｓ，ｒｉｖｅｒ， 

ｈａｒｂｏｒ，ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ ａｎｄ ｈｅｒｉｔ-

ａｇｅ． 
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Ｔｈｅｙ ｇｉｖｅ ａ ｄｅｆｉｎｉｔｅ ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｉｍｐａｃｔ ｔｏ  

ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｗｈｏ ｓａｗ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ  

ｔｉｍｅ． Ｔｈｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｂｙ 

ｔｈｒｅｅ ｒｅａｓｏｎｓ． Ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａ-

ｇｅ，ｆａｍｏｕｓ ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｓｕｃｈ ａｓ 

Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ａｎｄ ＭＩＴ， ａｎｄ ｔｈｅ ｔａｓｔｅ 

ｏｆ ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ ｌｏｂｓｔｅｒ． 

 

Ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ  

Ｍａｒａｔｈｏｎ ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｏｌｄｅｓｔ ａｎｄ ｍｏｓｔ ｃｅｌ-

ｅｂｒａｔｅｄ ｏｎｅ． Ｂｏｓｔｏｎｉａｎｓ ｈａｖｅ ａ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ  

ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ ａｎｄ（ｔｈｅｙ ａｒｅ） ｆａｎａｔｉｃａｌ ａｂｏｕｔ ｓｐ

ｏｒｔｓ ｌｉｋｅ ｂａｓｅｂａｌｌ， ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ， ａｎｄ ｈｏｃｋｅｙ． 

Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｈａｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｆｅｖｅｒｅｄ ｌｏｖｅｒ ａｎｄ  

ａｐｐｒｅｃｉａｔｏｒ ｏｆ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｍｕｓｉｃ． 

Ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｃ Ｏｒｃｈｅｔｒａ ｗｈｉｃｈ ｗａｓ 

ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ ｂｙ Ｓｅｉｊｉ Ｏｚａｗａ ｗａｓ ｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎ ｔｏ 

ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ． 

 

Ｔｈｅ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｏｆ Ｂｏｓｔｏｎ Ｃｉｔｙ ｅｎｊｏｙ ｗａｎｄｅ-

ｒｉｎｇ ａｎｄ ｔａｋｉｎｇ ａ ｗａｌｋ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｌａｒｇｅ ｐｕｂｌｉｃ ｐａｒｋ ｉｎ ｔｈｅ  

ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ． Ｔｈｅ ｐａｒｋ ｉｓ ｒｅｇａｒｄｅｄ  

ａｓ ａｎ ｏａｓｉｓ ｏｆ ｃａｌｍ ａｎｄ ｒｅｓｔｆｕｌｎｅｓｓ． 

Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐａｒｋ ｔｈｅｙ ｏｂｔａｉｎ ｂｌｉｓｓ ａｎｄ ｃｏｍｆｏ-

ｒｔ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｄａｉｌｙ ｌｉｖｅｓ． 

 

Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａｇｅ （ｗｈｉｃｈ） ｏｎｅ ｓｈｏｕｌｄｎ’ｔ 

ｍｉｓｓ ｔｏ ｓｅｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｎｕｍｅｎｔ 

ｂｙ ｔｈｅ ｓｃｕｌｐｔｏｒ， Ａｕｇｕｓｔｕｓ Ｓａｉｎｔ－Ｇａｕｄｅｎｓ． 

Ｉｔ ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ ａｓ ａ ｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ｔｈｅ  

ｇｒｏｕｐｓ ｏｆ ｂｌａｃｋ ｓｏｌｄｉｅｒｓ ｗｈｏ ｆｏｕｇｈｔ ｆｏｒ  

ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ ｉｎ ｔｈｅ Ｃｉｖｉｌ Ｗａｒ． 

Ｔｈｅ ｃｏｂｂｌｅｓｔｏｎｅ ｓｔｒｅｅｔｓ ｃｏｎｎｅｃｔ ｔｈｅ ｐｒｅｓ-

ｅｎｔ ｄａｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐａｓｔ ｉｎ ｔｈｉｓ ｍｏｓｔ ｂｅａｕｔｉ-

ｆｕｌ ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｃｏｍｐｌｅｘ ａｎｄ ａｒｅａ． 

 

Ａｍｔｒａｋ ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ａｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｍｅｒｉ-

ｃａｎ Ｔｒａｖｅｌ ａｎｄ Ｔｒａｋ ｓｔａｒｔｅｄ ｔｏ ｇｉｖｅ ａ  

ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅ ｔｏ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ ａｎｄ ｎａｔｉｖｅ 

ｐｅｏｐｌｅ ｗｉｔｈ ｈｉｇｈ ｓｐｅｅｄ ｒａｉｌ ｓｅｒｖｉｃｅ 
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ｂｅｔｗｅｅｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ ａｎｄ Ｂｏｓｔｏｎ． 

Ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｏｆ ｔｈｉｓ ｓｅｒｖｉｃｅ ｗａｓ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈ-

ｅｄ ＴＧＶ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ． Ｔｈｉｓ ｇｒｅａｔｅｒ ａｎｄ  

ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｗａｙ ｏｆ ａｃｃｅｓｓ ａｌｌｏｗｓ ｕｓ ｔｏ ｃａｌｌ 

ａｔ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｆａｍｏｕｓ ｆｏｒ ｉｔｓ ｈｉｓｔｏ-

ｒｙ，ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ，ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ， 

ａｎｄ ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ． 
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L.1 Boston _ Simultaneous Translation 

 

Ａｓ ｔｈｅ ｓｐｉｒｉｔｕａｌ ｃａｐｉｔａｌ ｏｆ 

ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ ｓｔａｔｅｓ， 

ａｓ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ’ｓ ｃｌｏｓｅｓｔ ｌｉｎｋ 

ｔｏ ｉｔｓ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｈｅｒｉｔａｇｅ， 

ａｓ ｔｈｅ ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒ ｏｆ 

ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  

ａｎｄ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ， 

ａｎｄ ａｓ ｔｈｅ ｅａｒｌｉｅｓｔ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ 

Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｕｌｔｕｒｅ， 

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ 

ｆｏｒ ｎｅａｒｌｙ ｔｈｒｅｅ ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ． 

 

ニューイングランド州の精神的な深さのある首都として、 

そのヨーロッパの遺産に対する 

国家の最も密接な結びつきとして、 

独立戦争と国家の祖先として、 

そして、アメリカ文化の最も初期の中心として、 

ボストンは国に、ほぼ３世紀の間、影響を与えてきた。 

 

Ｉｎ １６３０， ａ ｆｌｅｅｔ ｏｆ １１ ｓｈｉｐｓ 

ｃａｒｒｙｉｎｇ ７００ ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ， 

ｓｅｔ ｓａｉｌ ｆｒｏｍ Ｅｎｇｌａｎｄ， 

ｂｏｕｎｄ ｆｏｒ 

ｔｈｅ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ Ｃｏｌｏｎｙ． 

 

１６３０年に、７００人の乗客を運ぶ１１の船団が 

イギリスから出航した。 

マサチューセッツ湾の植民地へ向かって、 

 

Ｔｈｉｓ ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｂａｎｄ ｏｆ Ｐｕｒｉｔａｎｓ 

ｈｏｐｅ ｔｏ ｂｕｉｌｄ ｔｈｅｉｒ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 

ａｒｏｕｎｄ ａ ｐｕｒｅｒ， ｍｏｒｅ Ｂｉｂｌｉｃａｌ ｃｈｕｒｃｈ． 

 

このひたむきな清教徒の一団は 

彼らの共同社会を作ることを望んだ。 

より純粋な、もっと聖書にあるような教会のまわりに 

 

Ｔｈｅｙ ｓｅｔｔｌｅｄ ｓｅｖｅｒａｌ ｖｉｌｌａｇｅｓ 

ａｒｏｕｎｄ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ｂａｙ， 
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ｂｕｔ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ａｇｒｅｅ ｏｎ ａ ｃａｐｉｔａｌ． 

 

彼らはマサチューセッツ湾のまわりのいくつかの村に定住した、 

しかし、首都に合意することはできなかった。 

 

Ｓｅｅｋｉｎｇ ａ ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ ａｒｅａ， 

Ｊｏｈｎ Ｗｉｎｔｈｒｏｐ ａｎｄ ｈｉｓ ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ 

ｃｈｏｓｅ ａ ｓｍａｌｌ ｈｉｌｌ 

ｏｎ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈ ｂａｎｋ 

ｏｆ ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ Ｒｉｖｅｒ， 

ａｔ ｔｈｅ ｅｎｔｒａｎｃｅ ｔｏ ａ ｓｍａｌｌ ｃｒｅｅｋ， 

５ ｍｉｌｅｓ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｆｒｏｍ Ｂｏｓｔｏｎ． 

 

保護された地域をさがしていた時、 

ジョーン ウィンスロップと彼の助手は 

小さな丘を選んだ。 

チャールズ川の北の土手の上に、 

ボストンから５マイル上流（に） 

小さな入江への入口に 

 

Ｔｈｅ Ｃｈａｒｌｅｓ ｗａｓ ｄｅｅｐ ｅｎｏｕｇｈ 

ｔｏ ａｃｃｏｍｏｄａｔｅ 

ｔｈｅ ｅｒａ’ｓ ｌａｒｇｅ ｓｈｉｐｓ， 

ｙｅｔ ｔｈｅ ｐａｓｓａｇｅ ｗａｓ ｔｒｅａｃｈｅｒｏｕｓ 

ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｕｎｆａｍｉｌｉａｒ ｗｉｔｈ 

ｔｈｅ ｎａｒｒｏｗ ｃｈａｎｎｅｌ． 

 

チャールズ川は、充分に深かった、 

その時代の大きな船を収容するために 

しかし、その通行は危険だった。 

狭い水路となじみのない人々にとって 

 

Ｌａｔｅｒ， ａ ｓｅｒｉｅｓ ｏｆ ｓｔｏｃｋａｄｅ ｆｅｎｃｅｓ 

ａｎｄ ａ ｔｒｅｎｃｈ， ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ 

ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｔｏｗｎ． 

 

その後、一連の防御柵のへいと堀が、建設された。 

その町のまわりに 

 

Ｎｏｗ， Ｂｏｓｔｏｎ ｍａｋｅｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｖｉｓｉｔｏｒｓ 

ｓｕｒｐｒｉｓｅｄ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ 
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ｓｐｏｔｓ ａｎｄ ｉｔｓ ｂｅａｕｔｙ． 

 

今や、ボストンは、多くの旅行者を驚かせる。 

その魅力的な行楽地と美しさで 

 

Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｒｅｍａｒｋａｂｌｙ ｓｍａｌｌｅｒ 

ｔｈａｎ ｏｔｈｅｒ ｆａｍｏｕｓ ｃｉｔｉｅｓ 

ｉｎ ｔｈｅ Ｕ．Ｓ．Ａ． 

 

その都市は、いちじるしく、小さいです。 

アメリカ合衆国で、他の有名な都市より 

 

Ｂｏｓｔｏｎ ｈａｓ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｐａｒｋｓ，ｌａｋｅｓ， 

ｒｉｖｅｒ，ｈａｒｂｏｒ，ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ 

ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ ａｎｄ ｈｅｒｉｔａｇｅ． 

 

ボストンは、美しい公園、湖、川、港、そして歴史的な 

建物や遺産を持つ。 

 

Ｔｈｅｙ ｇｉｖｅ ａ ｄｅｆｉｎｉｔｅ ｐｏｓｉｔｉｖｅ 

ｉｍｐａｃｔ ｔｏ ｔｏｕｒｉｓｔｓ 

ｗｈｏ ｓａｗ ｔｈｅ ｃｉｔｙ 

ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｉｍｅ． 

 

それらは旅行者に決定的で積極的な衝撃を与える。 

そしてその旅行者は、はじめてその街を見た、 

 

Ｔｈｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｂｙ 

ｔｈｒｅｅ ｒｅａｓｏｎｓ． 

 

旅行者は、よく、３つの理由によって魅了されたものだ。 

 

Ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａｇｅ， 

ｆａｍｏｕｓ ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ 

ｓｕｃｈ ａｓ Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

ａｎｄ ＭＩＴ， ａｎｄ 

ｔｈｅ ｔａｓｔｅ ｏｆ ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ ｌｏｂｓｔｅｒ． 

 

それらは、歴史的な遺産． 

ハーバード大学やＭＩＴのような有名な教育機関、そして 

おいしいロブスターの味だった。 
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Ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ ｉｎ 

ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ Ｍａｒａｔｈｏｎ 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｏｌｄｅｓｔ 

ａｎｄ ｍｏｓｔ ｃｅｌｅｂｒａｔｅｄ ｏｎｅ． 

 

多くの人々はボストンマラソンに参加する、 

そしてそれはもっとも古く、もっとも世に知られたマラソンです。 

 

Ｂｏｓｔｏｎｉａｎｓ ｈａｖｅ 

ａ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 

ａｎｄ（ｔｈｅｙ ａｒｅ） ｆａｎａｔｉｃａｌ ａｂｏｕｔ 

ｓｐｏｒｔｓ ｌｉｋｅ ｂａｓｅｂａｌｌ， ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ， 

ａｎｄ ｈｏｃｋｅｙ． 

 

ボストンの人々は、美しい住まいを持つ、 

そして、彼らは、スポーツに熱狂的です。 

野球、バスケットポールやホッケーのような 

 

Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｈａｓ ａ ｌｏｔ ｏｆ 

ｆｅｖｅｒｅｄ ｌｏｖｅｒ ａｎｄ 

ａｐｐｒｅｃｉａｔｏｒ ｏｆ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｍｕｓｉｃ． 

 

その街は。たくさんの 

クラシック音楽の熱情的な愛好者と鑑賞者を持つ。 

 

Ｔｈｅ Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｃ Ｏｒｃｈｅｔｒａ 

ｗｈｉｃｈ ｗａｓ ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ ｂｙ Ｓｅｉｊｉ Ｏｚａｗａ 

ｗａｓ ｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎ ｔｏ ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ 

ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ． 

 

ボストン フィルハーモニック オーケストラは。 

そしてそれは、セイジ、オザワによって指揮された、は 

世界中のみんなによく知られた。 

 

Ｔｈｅ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｏｆ Ｂｏｓｔｏｎ Ｃｉｔｙ 

ｅｎｊｏｙ ｗａｎｄｅｒｉｎｇ ａｎｄ ｔａｋｉｎｇ ａ ｗａｌｋ 

ａｌｏｎｇ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｌａｒｇｅ ｐｕｂｌｉｃ ｐａｒｋ 

ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ． 

 

 



21 

 

ボストン市の住民は、コモンに沿って 

ぶらつくことや散歩をすることを楽しむ、 

そしてそのコモンは、市の中心の大きな公園です。 

 

Ｔｈｅ ｐａｒｋ ｉｓ ｒｅｇａｒｄｅｄ ａｓ 

ａｎ ｏａｓｉｓ ｏｆ ｃａｌｍ ａｎｄ ｒｅｓｔｆｕｌｎｅｓｓ． 

 

その公園は、穏やかさと安らぎのオアシスとみなされている。 

 

Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐａｒｋ ｔｈｅｙ ｏｂｔａｉｎ ｂｌｉｓｓ 

ａｎｄ ｃｏｍｆｏｒｔ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｄａｉｌｙ ｌｉｖｅｓ． 

 

その公園から、彼らは、彼らの日常生活で、祝福と心地よさを得る。 

 

Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｈｅｒｉｔａｇｅ （ｗｈｉｃｈ） 

ｏｎｅ ｓｈｏｕｌｄｎ’ｔ ｍｉｓｓ ｔｏ ｓｅｅ 

ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｏｎ 

ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｎｕｍｅｎｔ ｂｙ ｔｈｅ ｓｃｕｌｐｔｏｒ， 

Ａｕｇｕｓｔｕｓ Ｓａｉｎｔ－Ｇａｕｄｅｎｓ． 

 

歴史的な遺産は 

そしてそれを人が、コモンで 

見のがすべきでない、は 

彫刻家、オーガスタス セイント ガウデンズによる記念碑です。 

 

Ｉｔ ｗａｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ 

ａｓ ａ ｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ｔｈｅ ｇｒｏｕｐｓ ｏｆ 

ｂｌａｃｋ ｓｏｌｄｉｅｒｓ 

ｗｈｏ ｆｏｕｇｈｔ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ 

ｉｎ ｔｈｅ Ｃｉｖｉｌ Ｗａｒ． 

 

それは、建設された、 

黒人兵士のグループに対する捧げものとして 

そして、彼らは南北戦争で北軍と戦った。 

 

Ｔｈｅ ｃｏｂｂｌｅｓｔｏｎｅ ｓｔｒｅｅｔｓ ｃｏｎｎｅｃｔ 

ｔｈｅ ｐｒｅｓｅｎｔ ｄａｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐａｓｔ 

ｉｎ ｔｈｉｓ ｍｏｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ 

ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｃｏｍｐｌｅｘ ａｎｄ ａｒｅａ． 
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石畳の通りは、現在を過去と結びつける。 

この、もっとも美しい住居の複合体と地域の中で、 

 

Ａｍｔｒａｋ ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ａｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ 

ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｔｒａｖｅｌ ａｎｄ Ｔｒａｋ 

ｓｔａｒｔｅｄ ｔｏ ｇｉｖｅ 

ａ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅ 

ｔｏ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ ａｎｄ ｎａｔｉｖｅ ｐｅｏｐｌｅ 

ｗｉｔｈ ｈｉｇｈ ｓｐｅｅｄ ｒａｉｌ ｓｅｒｖｉｃｅ 

ｂｅｔｗｅｅｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ ａｎｄ Ｂｏｓｔｏｎ． 

 

アムトラック、そしてそれは、 

アメリカン トラベル アンド トラックの省略である、は 

便利なサービスを与えることを始めた。 

旅行者と土地の人々に 

ニューヨーク市とボストンの間で 

ハイスピードの鉄道サービスで 

 

Ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｏｆ ｔｈｉｓ ｓｅｒｖｉｃｅ 

ｗａｓ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ＴＧＶ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ． 

 

このサービスのモデルは、 

フランスで、卓越したＴＧＶだった。 

 

Ｔｈｉｓ ｇｒｅａｔｅｒ ａｎｄ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｗａｙ ｏｆ 

ａｃｃｅｓｓ ａｌｌｏｗｓ ｕｓ ｔｏ ｃａｌｌ ａｔ 

ｔｈｅ ｃｉｔｙ 

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｆａｍｏｕｓ ｆｏｒ ｉｔｓ ｈｉｓｔｏｒｙ， 

ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ， 

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ， 

ａｎｄ ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ． 

 

この、より壮大な、そしてアクセスの便利な方法は 

私達に、その都市を訪れることを可能にする、 

そしてその都市は、その歴史、独立、教育機関とインスピレーション 

で有名である。 


