2-UNIT-10

坂本

竜馬

講師用資料

（１）

＜ WORD TEST の説明 ＞
1.2

play : 演ずる： play the role 役割を演ずる
的な（先駆的な）役割を演ずる
music world.

The Beatles played the leading role in the rock

Who played the leading role in the movie world in the 20th

century ? ( Kurosawa )
3.

How about in O-zumo in the Showa Period ?

realize : 実現する ← real 現実の ［名］reality ［形］realistic : realize one’s
dream ( hope )

自分の理想 ( 希望 ) を実現する

become a medical doctor.

Hideyo realized his hope to

The President said he wants to realize a world

without nuclear arms. Who said so ?
4.

play the leading role in ~ ～に指導

( US President Barack Obama )

restoration : 回復 ← restore ［源］re=again + store 補充する、供給する→店 :
restoration of law and order ( peace, friendship ) 法と秩序 ( 平和、友好関係 )
の回復

5.

the Restoration 王政復古 CharlesⅡによる王権の復活（1660）

begin : 始める、始まる ［名］beginning, beginner
begin

began

begun * 不規則動詞表４参照

spelling 注意 : 不規則動詞

* 後ろには不定詞、動名詞が来る。

意味上の差はほとんどない。但し、主語が無生物の場合、動詞が知覚動詞の場合は
不定詞が好まれる。It began to rain. = It began raining.

She began to sing.≒

She began singing. 後者には継続中のニュアンスがある。
6. think : 考える ［名］thought : 不規則動詞

think

thought

thought * 不規

What do you think about ( of ) ~ ? ～をどう思いますか？

則動詞表３参照

* How do you think about ~ ? とは言わない。
Chigasaki-hoshiki ?

What do you think about

What do you think of the new Cabinet ( the new Prime

Minister, going to a spa ) ?
7. future : 将来、未来 :

the near future, the distant future, the foreseeable future

予見できる将来 * 通例定冠詞必要

the future of the planet earth ( human

beings, this country, the pension system )

You must think of your future.

the past, the present and the future
8.

great : 偉大な、巨大な ［類］big, large

* big は口語的、一般的な語。large は

広さ、数量が大きい。great は大変大きいという感情をこめた語 :
effort(s) 大きな努力をする
great.

You must try hard if you want to do something

the Great Barrier Reef オーストラリア北東部沿岸にある世界最大の珊瑚

礁 ( 2600 ㎞ )
9.

make great

the Great Wall of China 万里の長城 ( 8852 ㎞ )

become : ～になる ［源］be+come

* be 動詞が状態を示すのに対し、become

は、その状態に至る動作を示す : 不規則動詞 become
則動詞表２。 Lincoln was a great leader at that time.

became

become

*不規

Lincoln became a great

leader step by step.
CLASS-0̲03 UNIT-10 p. 9

10.

various : いろいろな ［名］variety :
English )

various ways ( reasons, diseases, kinds of

various kinds of bicycles ( dictionaries, roses, seafood, ballpoint

pens )
11.

including : ～を含む

* 現在分詞からきた前置詞 ［反］excluding ～を除く:

my hobbies including stamp collecting, walking and painting pictures
nations including the United States, Russia and China

major

* including は、それ

で全部ではなく、他にもあることを示唆する。
12.

politics : 政治

* 単数扱い cf. economics ［形］political ［名］policy, politician :

local politics 地方政治

The female announcer entered politics. その女性アナ

ウンサーは政界に入った。 Japanese politics has greatly changed in 2009.
13.

make : する : 不規則動詞 make
efforts 努力する

make A ~

his company famous.
14.

together : 一緒に :
みんな一緒に！

made

made

A を～にする

不規則動詞表３ : make

He made great efforts to make

The actor said he did not make her drink the drug.
together with ~ ～と一緒に : All together now ! さあ、

I enjoyed baseball together with my classmates.

Hatoyama

said he will make efforts together with Ozawa to change this country.
together with Abraham Lincoln is still popular among Americans.

J.F.K.

* together

with に続く動詞は、単数が通例だが、口語では複数にする場合もある。
15.

such : そのような :

such as ~ ～のような such politicians as Hatoyama and

Ozawa 鳩山や小沢のような政治家
and “ Tempura ”.
16.

I don’t like such Japanese food as “ Sushi ”

* such as A の場合は例示、such A as B の場合はＡの強勢

succeed : 成功する［名］success ［形］successful ［副］successfully: The
Democratic Party of Japan succeeded in coming to power. The singer succeeded
in making his debut at Broadway.

17.

force : 力、(力で)～させる :

I wish you success. ご成功を祈ります。

force A to ~

A に～させる In prewar days, social

pressure forced young people to marry. The long business slump forced the
company to cut its manpower.

In prewar Japan, the government forced young

men to enter the military.
18.

give up : あきらめる、
（席を）譲る : 不規則動詞
詞表４

Never give up !

give

gave

Don’t give up your job halfway.

given 不規則動

In southern cities of

the United States, black people had to give up their seats to white people.
The LDP gave up power to DPJ after the general election.
19.

emperor : 皇帝、天皇 ［反］empress: the Emperor and Empress 天皇皇后
* empress の冠詞は省略
Emperor System 天皇制
清の溥儀

20.

(the) Meiji Emperor, (the) Emperor Meiji
the First Emperor 秦の始皇帝

the

the Last Emperor

Empress Michiko 美智子皇后

kill : 殺す、死なす:

be killed 殺される、死ぬ The President was killed during
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a parade.

Many people were killed in the air accident.

Many American

soldiers have been killed in Afghanistan. 戦死した。
*

Commodore Perry :

Matthew Galbraith Perry ( 1794~1858 ) アメリカ海軍の提

督。1953 年、クロフネ４隻を率いて浦賀に来航、翌年再度来日して日米和親条約
を結んだ。(See 1-U-9)
*

the Navy : 海軍。一国の軍隊（国軍）を the Armed Forces と言い、the Army, the
Navy, the Air Force などからなる。

*

the Shogunate : Shogun の居る所、幕府

the Kamakura Shogunate ( the first

Shogunate in Japan )
＜ 発音上の注意 ＞
1. play

レーではなく、プレィ

6. think

th の音を確実に

7. future

f の音を確実に

8.

great

グレートではなく、グレィト、語尾に母音をつけない

10.

various

ヴェアリアス

12.

politics

アクセントは一番前

16.

succeed

動詞、名詞ともアクセントは後

＜ EXERCISE 2 ＞

講師用参考

1. Yokozuna = grand champion

the sumo world = O-zumo = professional sumo

2. Ryoma was killed together with his friend in Kyoto. は不可。in Kyoto が his
friend にかかる形容詞句になるから。one of his friends も可。
3. after he graduates from university ( college ) でも可。university ( college ) は、
無冠詞。 cf. go to school, go to church 建物ではなく本来の目的。after の後の文は
副詞節なので未来形にしない。
4. learn は不可。economics 経済学

学問の名前は複数形

cf. physics, politics,

linguistics, statistics
5. the DPJ = the Democratic Party of Japan,
Party,

the Communist Party,

the LDP = the Liberal Democratic

the Social Democratic Party 政党名には定冠詞

＜ EXERCISE 3 ＞
[Ⅰ]

1. How も成り立たないわけではない。たとえば、望遠鏡で見たとか。

[Ⅱ]
1.

go on a journey ( a picnic, an errand )

4.

in the 1960s = in the 1960’s

5.

where and when は不可。
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＜ EXERCISE 5 ＞
EX.
●

Ryoma and O-ryo went on their honeymoon to Satsuma at the invitation of
Komatsu Tatewaki, another leader in the late Edo Period.

●

He wrote a lot of letters to his family members, especially to his elder sister.

●

Some of Ryoma’s photos were taken by Ueno Hikoma, a famous photographer at
the beginning of the Meiji Era.

●

He had a grand design for a new government called “ Senchu-Hassaku ”.

●

He also had a plan for the development of Hokkaido.

●

Another dream of Ryoma was overseas trade.

●

Ryoma was an expert of Kenjutsu and always carried a handgun but could not
use it because of a surprise attack.

●

Ryoma’s big bronze statue is at the sightseeing spot of Katsura-hama, Kochi,
facing the Pacific.
end

CLASS-0̲03 UNIT-10 p. 12

2-UNIT-10

坂本

竜馬

講師用資料（２）

ひとくち評伝

坂本竜馬は、1835 年(天保６年) 11 月 15 日、土佐の高知城下で郷士の次男に生まれた。
竜馬は郷里で剣術を学び、18 歳の時、江戸へ出て、北辰一刀流千葉定吉（周作の弟）の
道場で１年間修行して、目録をえた。この最初の江戸滞在中にペリーに率いられたアメ
リカの黒船が浦賀に来航した。郷里に帰った竜馬は、土佐藩で中濱万次郎（1-U-1）の
取り調べに立会い、アメリカの事情を知っていた河田小龍を訪ね、黒船に打ち勝つ方法
を尋ねるなど、小龍との議論の中で海外への目を開かれた。21 歳の時再び江戸へ出た竜
馬は、千葉道場で剣の修業に励むかたわら、自分の船を持つことを夢見て砲術を学ぶ。
26 歳の時、武市半平太が組織した土佐勤皇党に参加し、いわゆる国事に関わることにな
るが、武市らの過激な行動とは一線を画していたようだ。27 歳になろうとする時、後に
「近代日本海軍の父」と呼ばれる勝海舟（C-O モデル・レッスン）と出合ったことが人
生の転機となった。竜馬は姉にあてた手紙で「天下無二の軍学者勝麟太郎という大先生
の門人になった」と書き送っている。竜馬はその後、勝が神戸に創った海軍塾のいわば
塾頭をつとめ、「開国論者」の勝の名代として当時の有力者への使者を務めるなど国事
のため東奔西走することになる。無類の行動力と小事にこだわらない闊達な人柄で人脈
を広げ、薩摩の西郷隆盛、小松帯刀、長州の桂小五郎、高杉晋作、久坂玄瑞、肥後の横
井小楠ら若いリーダー達を結びつけ、幕末から明治維新にかけて歴史的転換の先駆者と
なった。その具体的成果に、
「薩長同盟(盟約)」の仲立ちがある。薩摩の離反を怖れた桂
は、６か条にまとめた盟約の裏書を竜馬に懇願した。一方で竜馬は、武力による徳川幕
府打倒をけん制、大政奉還による平和的権力の移行を策して、後藤象二郎を使って旧藩
主の山内容堂を動かし、徳川慶喜に大政奉還をなさしめた。その後に来る、新しい日本
の政治体制について竜馬が京都へ向かう船中で起草したといわれる「船中八策」は、憲
法制定・議会制政治の確立・不平等条約の改定・海軍力の強化・公正な外貨交換比率の
策定など、封建制からの脱皮を図る画期的なものであった。その間、海外雄飛という自
らの大志を実現するため、長崎に亀山社中という、不思議な結社を作った。この結社は、
私設海軍でありまた貿易会社、運輸会社をかね、北海道の開拓まで目的にしていた。竜
馬の詩に言う。「世の人は、われをなにともゆはばいえ、わがなすことは、われのみぞ
知る」と。亀山社中は、やがて竜馬を隊長とする土佐藩公認の海援隊となり、続いて陸
援隊も組織され、中岡慎太郎が隊長になっている。竜馬は、こうした超多忙の中、美人
妻“お龍”と日本最初の新婚旅行を楽しむという粋なこともやっている。しかし、志半
ばで、慶応３年(1867) 11 月 15 日、止宿中だった京都の近江屋で、訪ねてきた中岡慎太
郎と会談中、暗殺者の凶刃に倒れた。享年 32 歳。暗殺者は、幕府見廻り組であったと
いう。はるか太平洋の彼方を見つめて、高知県の名所、桂浜の龍頭岬に立つ大銅像は、
明治初期の写真家として知られる上野彦馬が撮った写真を基に作られたもので、壮大な
ロマンを描いて生きた坂本竜馬の面影を今に伝えている。
（Ｍ）
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