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アメリカ英語
速さ：  発音：
語彙：  総合：
 ［ 聞き取りやすい 難しい］

標準的なアメリカ英語。医学用語や固有名詞
が多いため難しく聞こえるが、構文は簡潔で英
文の書き方のお手本となる。marijuanaのつづ
りと発音も要注意。日本語では「マリファナ」と
いうが、英語では「マリワナ」。
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□medical marijuana	 ［må9 rEhwA8:nE］	 医療大麻
□ epilepsy	 ［e8pEle9psi］	 てんかん
□ seizure	 ［sI8:JEr］	 発作
□medication	 ［me9dEke8iCEn］	 薬、薬剤
□ prescribe	 ［priskra8ib］	 ～を処方する
□ cannabis	 ［kå8 nEbis］	 大麻
□ skirt the law	 ［skE8:rt］	 法の目をかいくぐる
□ agonizing	 ［å8 gEna9iziN］	 激しい苦痛を伴う
□ painkiller	 ［pe8inkI9lEr］	 鎮痛剤、鎮痛薬
□morphine	 ［mO8:rfi:n］	 モルヒネ
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ニュースを聴く前にチェックしておこう

エリン・マクラクラン記者の
発音と話し方の特徴

深刻な病の患者に希望の光

子どものてんかん発作抑制にも効果  英国で医療大麻が合法化
日本ではまだ「違法薬物」というイメージが強い大麻（マリフアナ）だが、近年になって、

米国の半数以上の州やカナダ、ドイツ、フランスなどで、医療目的での大麻使用が相次いで合法化されている。
鎮痛作用、食欲増進、嘔

おう
吐
と
抑制など、大麻のさまざまな効用が認められるようになってきたためだ。

英国でも昨年11月に合法化され、てんかんや線維筋痛症など深刻な病を抱える患者に希望を与えている。
本誌ウェブサイトでは、ニュース映像の視聴やPDFファイルのダウンロードができます。詳細は別冊付録の裏表紙をご覧ください
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　数時間前 / それは公認されまし

た/ 医療大麻がついに英国で合法

化されたのです。// さて、英国内相

のサジド・ジャビド氏によると/ こ

の政策転換は、重篤なてんかんな

どの疾患を抱える子どもたちの親

の心配に応えたものです。// エリ

ン・マクラクラン記者が、そうした

切実に治療を待ち望むある家族を

取材しました。//

* * *
　「アユーブはわが家の光です。// 

要は/ アユーブが幸せなら/ 私たち

は幸せなのです」// （マフブーブ・

ハニファ　アユーブくんの父親）

　5歳のアユーブくんは、生まれつ

き弱視です。// 彼は嚢
のう
胞
ほう
性線維症

とてんかんを患っています。// 頻繁

で抑制のきかない発作は、家族の

最も大きな心配の種です。//

Several hours ago,/ it became of-

ficial:/ medical marijuana is now 

legal in the UK.// Now, the British 

home secretary, Sajid Javid, says/ 

that the change in policy came in 

response to concerns from  parents 

of children with conditions like 

severe epilepsy.// Erin McLaughlin 

spoke with one such family desper-

ately awaiting treatment.//

* * *
“Ayub is the light in our house.// 

And basically,/ when Ayub is 

happy,/ we are happy.”// （Mahboob 

Haniffa, Father of Ayub）

Five-year-old Ayub was born par-

tially blind.// He suffers from cystic 

fibrosis and epilepsy.// The frequent 

and uncontrollable seizures worry 

his family most.//

become official:
公認される
medical marijuana:
医療大麻
legal:
合法の、適法の
home secretary:
《英》内務大臣、内相
change in policy:
政策転換、政策変更
in response to:
～に応じて、応えて
concern:
懸念、心配
condition:
病気、疾患
severe:
重度の、重篤な
epilepsy:
てんかん
desperately:
切実に
await:
～を待ち望む
treatment:
治療、医療対策
basically:
要するに
partially:
部分的に
blind:
盲目の、目が見えない
suffer from:
～を患う
cystic fibrosis:
嚢胞（のうほう）性線維症
▶遺伝性疾患の一種。
frequent:
たびたび起こる、頻繁な
uncontrollable:
抑制できない
seizure:
発作
worry:
～を心配させる、悩ませる 理解のポイント

 ❶のwith conditions like severe 
epilepsyはchildrenにかかっている。

 ❷のawaitingは現在分詞。desper-
atelyはawaitingを修飾する副詞。下線部
は後ろからone such familyを修飾して
いる。

 ❸のように、数詞が文頭にくる場合
は、アルファベットでつづる（spell outと
言う）。

難病を患う子どもたちに希望
ニュース1では、スラッシュリーディングおよびスラッシュ
リスニングの参考として、情報・意味のまとまりごとにス
ラッシュ（/）を入れています

4641 ゆっくりスピード（ポーズ入り）
の発音はアメリカ英語です

てんかんを患うアユーブくんは頻繁に発作に襲われ、家族も心配
が絶えない

Medicinal Hope
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