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クローニング
英文の内容を聴き取れるようになるまで、
繰 り返 し聴いてみましょう。
内容のポイ ン トや音のポイン トをつかんで、
素早く内容を把握できるよう練習 します。
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(250-280 words)

Now,look at this picture.Yes,it's a sheep,but it's no

ordinary sheep.It's Dolly.Does everyone remember Dolly?
Dolly was the first c10ned sheep.In fact,she was the first
cloned lrnammal… …and by c10ning,10t's be clear,we lnean
creating a genetically identical copy of a living thing

through non‐ sexual reproduction.
Dolly gets all the attention,but actually back in the

さあ、 この写真 を見てごらん。 うん、

んだよ。 これはドリーさ。 ドリーのこと、
は史 上初のクローン羊 だよ。 とい うか、

して、 クローニングとは、 ここではっきり￨
的に全 く同じコピー を、無性生殖でつ く
l

ドリーにばか リスポットライトが当たる

sixties a scientist by the name Of JOhn Gurdon cloned

ドンという科学者がオタマジャクシのクE

tadpoles.He toOk the nucleus of a cell fron1 0ne frog and

エルの細胞核 を取 り出して、それを別の

itteCted it into an unfertilized egg from another frog.The
nucleus ofthe egg had been destroyed using ultraviOlet
light,but after transplanting the nucleus,the egg

の未受精卵 の細胞核 は紫外線照射 で、

ども、細胞核 を移 植すると、卵はちゃス

developed into a tadpole.None ofthe tadpoles survived,

オタマ ジャクシはその後死 んでしまったli

but the process was in place ibr later scientists to build

者たちの研究の土台 になったんだ。

on.
Dolly、 vas the result of experilnents by scientists lan

Wilmut,Keith Campbell,and his colleagues at the Roslin
lnstitute in Edinburgh.Again,they transplanted the
nucleus of a cell froln an adult sheep into an egg frOm

another sheep and used electricity to stilnulate them tO
fuse.

As you can see,the experilnent,although it t00k allnost

300 attempts,was a success.Dolly grew into a healthy
adult sheep― ―the lnost famous sheep in the world.And

since then,scientists have c10ned pigs,bulls,cats,dogs,
and all sOrts Of anilnals.IInagine what this lneans for

ドリーはエディンバ ラにあるロスリン研多
キャンベルをはじめとする科学者 の実験

l

大人の羊 の細胞核 を、別の羊の未受精リ
胞融合 させたんだよ。
この実験 は 300回 近 く失敗 したけa

それを乗 り越 えて成功を収 めた。 ドリー

な羊になった。そしてそれ以 来、科学者
動物 のクローンをつ くってきた。 絶減危
意味するかを考えてごらん ￨

1

もちろん、

ン技術 はまだまだ発展途上 だけれよ ク

endangered species!Of course,the technology has not

人間をつ くれるようになることを想像 して

advanced enough,butimagine whatrnight happen if we

よ ! 倫理的な疑問̀点 を考えるだけで、

were able to clone people!The ethical questiOns alone

るね。

boggle the lnind.

音声変化の記号を目で追いながら、細かく聴き込んでいきましょう。
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― 音がつ郡 っている箇 所
一 音が弱 くなつている箇所

( )… …音が脱落 している箇所

the egg ha(d)been destroyed壼
意 味 的 に重 要 でない部分、
決 まり文 旬 的 な部分で音声 変 化 が起 こる
・弱 く
・つながって」発音されたり、
意味的に重要ではない部分 で、英語が「速 く
音が非常に弱 くなったり、時として音がほぼ発音されなくなる、 ということは、だ
いぶおわか りになってきたことと思います。
「言 わず もがな」とい う部分 でそのような音声変化 が起
別の言 い方 をすれば、
きるわけですが、 これはいわゆる決まり文句や慣 用句などでも同じです。例えば、
As a matter offactな どで、それぞれの音はつながってサラリと発音 されていま
九 そのような部分に注意を払いながらトレーニングしてみましょう。

after transplantin(g)lhe nuClell
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―一―Repeat〔 L Look up
以下の英文を暗唱してみましょう。

The experiment,alth91意

,‐

1111k,1lm。 ,11390t, 9mptヽ

was a success.Dolly gre、 v into a healthy adult

Nono ofthe tadpoles survi、

sheep――the lnost famous sheep in the world.And

place/for later scientists t〔

since then,scientists have cloned pigs,bulls,cats,
dogs,ュ nl.a■ i,0■ S Ofalimals.Imagine whatthis

means for endangered species!

英語は情報を名詞的にまとめたがる

口のオタマジャクシが)と いう形にまと
マジャクシは 1匹 も〜」と言うところで

̀

￨:

スピー ドは若干速めですが、音声変化 はそれほど激 しくありませんので、
何度か口慣らしをすれば音についていけるようになるはずです。

いくことが、 よりよい英語を発信してし

そこからは、意味に注意を払ってシャドウイングを行ってみてください。夕1え ば
although it took allnost 300 attemptsと いう音
5分 は、although、

このあたりの発想の違いを意識し、

took、

唱して、 自在に使 いこなせるようにして

300

attempts、 という部分が強くなっていますね。
「何を伝えたいか」で強調する箇

所が変わってきますので、それを意識してシャドウイングを行 いましょう。
最後 のほうの and all sorts of animalsの and all sorts Ofと い う部分 は、
andと

all、

sOrtsと Ofが つながって「アンドーソーッォヴ」のようになっている

英文を自分で1

はずで丸 細かな部分 も意識することで、 より深 いリスニングが可能になりま
丸

「 まだ全 く公表 され て い な い けれ
公表される :be publiciz(

◎9
*番 組では放送時間の関係上、英文のこく一部 しか扱えませんが、ぜ ひ英文全体をシャドウインクするこ
とをお勧めします。
*オ ーバーラッピング =overapp

ng(音 声とびつたり重なるように音読すること)も 、効果 的な トレーニ
ングです。発音、リズム、イン トネーションを頭と体に焼きつ けるのにお勧めです。

!

Lesson 13

英文を 1回 聴きましょう。

>◎ 5(駒

)

□ cloning
クローニ ング

o遺

伝子 的 に全 く同 じ細胞や個体 を
つくり出すこと、またその技術を指
します。身近なところでは、園芸で
行 われる「株 分 け」や「挿 し木」も
クローン技術と言えますね。例えば
ソメイ∃シノという品種の桜 は、種
では増え

し木で増えていき志

'挿
す か ら、同
じ遺 伝子 を持つ桜 の ク
□―ンが各地 に広がつている、とい
うことになります。cloneの 語源は、
「小 枝」という意 味のギ リシア語 だ
そ うで、なるほ どな あ と思 います
ね。
ちなみに、以前、ソメイヨシノの寿
命は 50年 から60年 と聞いたことが
あつたのです/DN、 実際には樹齢 100
年を超える古木が何本もあるとのこ
とで、一概には言えないようです。

□

clone
〜 を無性 生殖 させる 。クローンとして増
やす

o

「〜をそっくりまねする」という意味
でも使うようですね。

