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は　し　が　き

　このテキストはアメリカの学生向けニュース番組 CNN 10（旧 CNN Student News）を素材とし、
日本の学習者、主に大学生のみなさんが英語を学習しやすいように編集、執筆されました。CNN 
Student News vol.1から数えると通算で 11冊目となります。
　本テキストではそれらの中から約 2～ 3分で完結しているニュースを選び教材化しています。内容は
バラエティに富むようにと心がけ、様々なジャンルから選んでおり、英語があまり得意でなくても学び

やすい内容になるよう作成しました。

　Unitは全部で 15 Unitsあります。各Unitで扱う内容は違うものの、学習していく順序・項目は同
じ構成になっています。学習の進め方や授業内外にての予習・復習などに関しては先生の指示に従って

ください。

　このテキストを通して、みなさんが CNN 10、そして英語とニュースに関心を持ち、楽しみながら学
習していけることを願っています。

CNN 10について
　CNN 10はCNNが発信している 10分間のニュース番組です。アメリカの学期に合わせて土日を除
きほぼ毎日放送され、Web上でも配信されています。短い時間であっても取り上げられるニュースの内
容は様々で、時には日本に関するニュースも登場しています。

　番組ではアンカーと呼ばれる司会者が最初に導入となるニュースを紹介します。その後、1～ 2分の
短いニュースがいくつか紹介されますが、テーマによって長くなるものもあります。なお、内容を理解

するための知識をクイズ形式で紹介しており、番組自体にエンターテインメント要素が含まれていま

す。

　過去のニュースはアーカイブ形式で保存されており、いつでも視聴が可能です。さらに、番組のWeb
上にはニュースで話された英語がスクリプトとして掲載しており、文字として確認しながら視聴するこ

ともできます。

　本テキストで学習した後、さらに学習を継続して行いたい場合、自発的にそれらを用いて学習してい

くことも可能です。Web上で「CNN 10」と検索するか、以下のURLからアクセスしてみてくださ
い。

http://edition.cnn.com/cnn10/

　本テキスト執筆にあたり、小林啓也氏をはじめ、朝日出版社のスタッフの方々に多大なるご支援、ご

協力をいただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。

 著者一同
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Unit

1 Mail by Drone

1 Warm Up

(1) How do we usually deliver mail?

(2) How do you think mail is delivered to small islands?

(3) How often do you send mails, letters or packages?

2 Vocabulary

この課のニュースに出てくる重要単語の意味を選んでみよう。発音も確認してみよう。

1.    conventional (　　　)
2.    ultimately (　　　)
3.    reliability (　　　)
4.    ambition (　　　)

2

Disc 1

5.    upside (　　　)
6.    fuel (　　　)
7.    passenger (　　　)
8.    malfunction (　　　)

a. 信頼性
b. 野心
c. 誤動作する
d. 燃料

e. 乗客　
f. 従来の
g. 最終的には
h. 利点

3 Vocabulary Exercise

2 で確認したVocabularyを使って、必要があれば変化形にした上で空欄を埋めてみよう。

(1) This model of car has an extremely good record of 　　　　　　　, so it’s a safe choice.

(2) His suggestions were fairly 　　　　　　　 and nothing really new.

(3) The computer 　　　　　　　 caused a long production delay at the factory.

(4) Sailing around the world by himself has always been Dimitri’s 　　　　　　　.

(5) Each cruise ship 　　　　　　　 is allowed two 20 kg pieces of luggage.

(6) The truck is almost out of 　　　　　　　

(7) The war was long, but 　　　　　　　 both sides signed a peace agreement.

(8) The 　　　　　　　 of long hours of hard work is the feeling of accomplishment.

4 Topic Paragraph

ニュースの出だしの部分を確認し、下の［正誤］問題に答えてみよう。

AZUZ: There are dozens of islands in the archipelago. Encyclopedia Britannica says about 
20 of them are inhabited, and as it looks for new and cheaper ways to bring 
residents their mail here, the UK’s Royal Mail Service is testing out drones. We’re 
not talking about individual deliveries to individual homes. We’re talking about an 

of the Orkney Islands, where a human postal worker would then get its cargo and 
deliver it to houses.

True / False Questions

(1) Mail has to be delivered to all of the islands in the archipelago. ［ True / False ］
(2) Using drones might be cheaper than the present delivery system. ［ True / False ］
(3) The drones will not deliver the mail to individual homes. ［ True / False ］

••••••••••••••••••••••••  Try this! • • • • • • • • • • • • ••••••••••••
1　リピーティング！　　　2　オーバーラッピング！　　　3　シャドーイング！

5 Memo

聞こえる単語やフレーズをノートなどに書き出しながら、ニュースを聞いてみよう。

3

4

ドローンで郵便配達

英国では、離島への郵便配達
にドローンを活用しようとい
う取り組みが始まっているよ
うです。どのような工夫をして
いるのでしょうか。

本書の 使 い 方

Warm up
Unit のトピックに関連
するスモールトークの
練習ができます。ペアや
グループで話し合った
り、1人でライティング
の練習もできます。

Vocabulary
ニュースを理解するための重要な単語を選んでありま
す。基本単語なので意味と発音を確実に確認しましょう。
ニュース内の難しい単語や表現は、Notes にまとめてあ
ります。必要に応じて参照してください。 Memo

ニュース全体を一度聞いてみて、残りの部分がどのくらい
理解できるのか試してみましょう。音声を聞くだけでも、あ
るいは動画を見ながらでも、どちらでもかまわないので先
生の指示に従いながら取り組んでください。メモを取り終
わったら、どんな内容や単語を聞き取れたのか、ペアやグ
ループで確認してみるとよいでしょう。

Vocabulary Exercise
Vocabulary で学んだ単語を、別の例文の中で使ってみる練習です。できる限り例文ごと覚えましょ
う。同じ単語は一度しか用いませんので、やや難しく感じる方々でもわかるものからやっていけば消去
法ですべて選択していくことが出来ます。積極的に取り組んで下さい。

Topic Paragraph
ニュースを理解していくにあたり、まずは導入の部分の音声や動画を確認します。発
音や音読の練習をしながら、True/False Questions もやってみましょう。

審査用見本
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6 Transcript Completion

映像や音声を聴いて空所に適切な語を入れてみよう。

AZUZ: There are dozens of islands in the archipelago. Encyclopedia Britannica says about 
20 of them are inhabited, and as it looks for new and cheaper ways to bring 
residents their mail here, the UK’s Royal Mail service is testing out drones. We’re 
not talking about individual deliveries to individual homes. We’re talking about an 

of the Orkney Islands, where a human postal worker would then get its cargo and 
deliver it to houses.

 The UAV could eventually take the job away from a human pilot, and some 
(1)　　　　　　　　 say industrial drones are more likely to malfunction than 
planes or mail trucks. So there are (2)　　　　　　　　 about reliability, as well as 
what happens if a drone (3)　　　　　　　　 and causes property damage. Here are 
some potential upsides.

CHRIS PAXTON, HEAD OF DRONE TRIALS, ROYAL MAIL: There are 70 people that live on 
that island and the drone is large enough to carry all the mail for that 
(4)　　　　　　　　 community.

(5)　　　　　　　　. It’s less susceptible to tides 
and bad weather than conventional forms of transport, so we really see it as being a 

conventional forms of transport. They are (6)　　　　　　　　 a lot less fuel than 
the conventional craft ‘cause all they’ve got to transport is the weight of the 
(7)　　　　　　　　 and the weight of the cargo that it carries. There are no 
passengers, there are no pilots to add extra weight, so it burns a fraction of the fuel 
that you would (8)　　　　　　　　 see a conventional aircraft taking.

 The Isles of Scilly is a (9)　　　　　　　　 off the Cornish mainland. It’s too far for 
somebody to see with the (10)　　　　　　　　 eye, so it was the first beyond-
visual-line-of-site trial. It’s the first time a parcel company had done that in the 
UK. It’s a stepping stone to the North Ronaldsay trial which we’ve done, which is a 
s tepping s tone to ul t imately the business’s  ambit ion of  serving an 
(11)　　　　　　　　 community via drone.

5

9

5

10

15

20

25

6

10

7

11

8

12

Notes

archipelago: 群島（ここでは『オークニー諸島』のことを言う）／Encyclopedia Britannica: ブリタニカ
百科事典／UK’s Royal Mail Service: 英国のロイヤルメールサービス（英国で郵便事業を営む企業）／ the 

Orkney Islands: オークニー諸島（英国スコットランド北岸沖にある島群）／UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle): 無人航空機／ the Isles of Scilly: シリ―諸島（英国イングランド南西部、大西洋上にある諸島）／

Cornish: コーンウォール（英国イングランド南西端にある半島）／ the first beyond-visual-line-of-site 

trial: 最初の目視外飛行試験／stepping stone: 足がかり／North Ronaldsay: ノース・ロナルドセー島（英
国スコットランド、オークニー諸島北端の島）

7 Comprehension Questions

次の英文がニュースの内容に合っていればT (True)、合っていなければF (False) に丸印を付
けよう。また、その根拠とした部分に下線を引いておこう。

Track 6

［ T / F ］
［ T / F ］(2) People are worried about damage caused by the UAV.
［ T / F ］(3) The UAV is not big enough to carry the mail for 70 people.

Track 7

［ T / F ］
［ T / F ］(5) There are no people on the UAV, so it is lighter.
［ T / F ］(6) The UAV uses a fraction more fuel than a conventional aircraft.

Track 8

［ T / F ］(7) The Isles of Scilly cannot be seen from the Cornish mainland.
［ T / F ］(8) The drone test to the Isles of Scilly was special.
［ T / F ］(9) The North Ronaldsay trial was done before the Isles of Scilly trial.

Transcript Completion
リスニングのセクションです。本文中に空欄が
10箇所前後ありますので、どれくらい聴き取
れるかを確認してみましょう。

音声は、放送そのままのオリジナル放送音源と、スタジオでゆっくりとしたスピードで読み直したスロ
ースピード音源の 2種類を用意してあります。

Summary
英文でのニュースの要約です。空欄を設けてあるので、穴埋めを通して
ニュースの理解が促進されます。リスニングとして音声を聞きながら、
あるいはあえて聞かずに理解を試すなどの利用が可能です。詳しくは、
先生の指示に従ってください。また、空欄の単語はVocabulary のセク
ションで扱ったものなので、語彙の復習としても用いることが出来ます。

Try this!
Topic Paragraph を実際に声に出して読んでみましょう。最初は音
声を聞き、一定の長さに区切った部分を同じように発音してみます
（リピーティング）。次に、音声に合わせ、なるべく遅れないように、
発音とリズム、イントネーションなどをまねしながら読みます（オー
バーラッピング）。最後に、スクリプトを見ずに、音声だけを頼りに
して、若干遅れてもいいのでなるべくついていって一緒に読みます
（シャドーイング）。先生の指示に従いながら、積極的に練習してみて
ください。

Try this, too!
Unit 最後に、ニュースの内容についての意見
交換をしましょう。質問に答えるように、あ
るいはその質問をきっかけにしてさらなる意
見などが出てくるとよいでしょう。うまく話
せないと感じたら、前もって自分の意見を英
語、もしくは日本語で、メモしておいて、そ
れからチャレンジしてみてください。また、意
見交換のあと、さらにどう思ったかをライテ
ィングの形でまとめてみるなども英語を発信
するよい練習になります。

Comprehension Questions
True/False Questions（正誤問題）です。Topic Paragraph
を除いた部分を、大まかに 3つに区切り、その区切りごとに問
題を用意しました。内容を正確に理解するため、注意して聴き
取りましょう。
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Pre-study Topics

これはテキストの内容をより深く理解するための事前学習ポイントです。

関連する書籍や新聞記事、ウェブページなどを参照して情報を集めたり、ポイントについて自

分で考えてから、授業に臨みましょう。

Unit 1 ： 郵便配達にはどのような形態があるのか、調べてみましょう。

Unit 2 ： ゼネラル・エレクトリック社はどのような会社なのか、調べてみましょう。

Unit 3 ： キツネについて知っていることを書き出してみましょう。

Unit 4 ： 日本での空飛ぶタクシーの実現可能性について調べてみましょう。

Unit 5 ： 職業における男女差について、どう考えますか？

Unit 6 ： 日本のフードロスの実態を調べてみましょう。

Unit 7 ： オンラインゲームの規制について、どう考えますか？

Unit 8 ： ジャイアントセコイアという木について、調べてみましょう。

Unit 9 ： 世界各国の大気汚染の現状を調べてみましょう。

Unit 10 ： スペシャルオリンピックについて調べてみましょう。

Unit 11 ： 職業訓練とはどのようなことをするのでしょうか？

Unit 12 ： 生涯学習と聞くと、どのようなイメージを持ちますか？

Unit 13 ： クジラの保護に関しての世界や日本での取り組みについて調べてみましょう。

Unit 14 ： ハチミツはどのようにして作られるのでしょうか？

Unit 15 ： 宇宙が舞台の映画はどのように撮影されているのでしょうか？
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Unit

1 Mail by Drone

1 Warm Up

(1) How do we usually deliver mail?

(2) How do you think mail is delivered to small islands?

(3) How often do you send mails, letters or packages?

2 Vocabulary

この課のニュースに出てくる重要単語の意味を選んでみよう。発音も確認してみよう。

1.    conventional (　　　)
2.    ultimately (　　　)
3.    reliability (　　　)
4.    ambition (　　　)

2

Disc 1

5.    upside (　　　)
6.    fuel (　　　)
7.    passenger (　　　)
8.    malfunction (　　　)

a. 信頼性
b. 野心
c. 誤動作する
d. 燃料

e. 乗客　
f. 従来の
g. 最終的には
h. 利点

ドローンで郵便配達

英国では、離島への郵便配達
にドローンを活用しようとい
う取り組みが始まっているよ
うです。どのような工夫をして
いるのでしょうか。
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3 Vocabulary Exercise

2  で確認したVocabularyを使って、必要があれば変化形にした上で空欄を埋めてみよう。

(1) This model of car has an extremely good record of 　　　　　　　, so it’s a safe choice.

(2) His suggestions were fairly 　　　　　　　 and nothing really new.

(3) The computer 　　　　　　　 caused a long production delay at the factory.

(4) Sailing around the world by himself has always been Dimitri’s 　　　　　　　.

(5) Each cruise ship 　　　　　　　 is allowed two 20 kg pieces of luggage.

(6) The truck is almost out of 　　　　　　　

(7) The war was long, but 　　　　　　　 both sides signed a peace agreement.

(8) The 　　　　　　　 of long hours of hard work is the feeling of accomplishment.

4 Topic Paragraph

ニュースの出だしの部分を確認し、下の［正誤］問題に答えてみよう。

AZUZ: There are dozens of islands in the archipelago. Encyclopedia Britannica says about 
20 of them are inhabited, and as it looks for new and cheaper ways to bring 
residents their mail here, the UK’s Royal Mail Service is testing out drones. We’re 
not talking about individual deliveries to individual homes. We’re talking about an 

of the Orkney Islands, where a human postal worker would then get its cargo and 
deliver it to houses.

True / False Questions

(1) Mail has to be delivered to all of the islands in the archipelago. ［ True / False ］
(2) Using drones might be cheaper than the present delivery system. ［ True / False ］
(3) The drones will not deliver the mail to individual homes. ［ True / False ］

••••••••••••••••••••••••  Try this! • • • • • • • • • • • • • •••••••••••
1　リピーティング！　　　2　オーバーラッピング！　　　3　シャドーイング！

5 Memo

聞こえる単語やフレーズをノートなどに書き出しながら、ニュースを聞いてみよう。

3

4
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6 Transcript Completion

映像や音声を聴いて空所に適切な語を入れてみよう。

AZUZ: There are dozens of islands in the archipelago. Encyclopedia Britannica says about 
20 of them are inhabited, and as it looks for new and cheaper ways to bring 
residents their mail here, the UK’s Royal Mail service is testing out drones. We’re 
not talking about individual deliveries to individual homes. We’re talking about an 

of the Orkney Islands, where a human postal worker would then get its cargo and 
deliver it to houses.

 The UAV could eventually take the job away from a human pilot, and some 
(1)　　　　　　　　 say industrial drones are more likely to malfunction than 
planes or mail trucks. So there are (2)　　　　　　　　 about reliability, as well as 
what happens if a drone (3)　　　　　　　　 and causes property damage. Here are 
some potential upsides.

CHRIS PAXTON, HEAD OF DRONE TRIALS, ROYAL MAIL: There are 70 people that live on 
that island and the drone is large enough to carry all the mail for that 
(4)　　　　　　　　 community.

(5)　　　　　　　　. It’s less susceptible to tides 
and bad weather than conventional forms of transport, so we really see it as being a 

conventional forms of transport. They are (6)　　　　　　　　 a lot less fuel than 
the conventional craft ‘cause all they’ve got to transport is the weight of the 
(7)　　　　　　　　 and the weight of the cargo that it carries. There are no 
passengers, there are no pilots to add extra weight, so it burns a fraction of the fuel 
that you would (8)　　　　　　　　 see a conventional aircraft taking.

 The Isles of Scilly is a (9)　　　　　　　　 off the Cornish mainland. It’s too far for 
somebody to see with the (10)　　　　　　　　 eye, so it was the first beyond-
visual-line-of-site trial. It’s the first time a parcel company had done that in the 
UK. It’s a stepping stone to the North Ronaldsay trial which we’ve done, which is a 
s tepping s tone to ul t imately the business’s  ambit ion of  serving an 
(11)　　　　　　　　 community via drone.
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Notes  
archipelago: 群島（ここでは『オークニー諸島』のことを言う）／Encyclopedia Britannica: ブリタニカ
百科事典／UK’s Royal Mail Service: 英国のロイヤルメールサービス（英国で郵便事業を営む企業）／ the 

Orkney Islands: オークニー諸島（英国スコットランド北岸沖にある島群）／UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle): 無人航空機／ the Isles of Scilly: シリ―諸島（英国イングランド南西部、大西洋上にある諸島）／

Cornish: コーンウォール（英国イングランド南西端にある半島）／ the first beyond-visual-line-of-site 

trial: 最初の目視外飛行試験／stepping stone: 足がかり／North Ronaldsay: ノース・ロナルドセー島（英
国スコットランド、オークニー諸島北端の島）

7 Comprehension Questions

次の英文がニュースの内容に合っていればT (True)、合っていなければF (False) に丸印を付
けよう。また、その根拠とした部分に下線を引いておこう。

Track 6

［ T / F ］
［ T / F ］(2) People are worried about damage caused by the UAV.
［ T / F ］(3) The UAV is not big enough to carry the mail for 70 people.

Track 7

［ T / F ］
［ T / F ］(5) There are no people on the UAV, so it is lighter.
［ T / F ］(6) The UAV uses a fraction more fuel than a conventional aircraft.

Track 8

［ T / F ］(7) The Isles of Scilly cannot be seen from the Cornish mainland.
［ T / F ］(8) The drone test to the Isles of Scilly was special.
［ T / F ］(9) The North Ronaldsay trial was done before the Isles of Scilly trial.
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8 Summary

次の文章はニュースの要約です。空所に適切な語を入れてみよう。

The UK Royal Mail is thinking about replacing (1.　　　　　　　) planes with drones for 
mail delivery to some islands. The drones would be cheaper, greener, and use less 
(2.　　　　　　　), but couldn’t carry any (3.　　　　　　　). Some people are worried about 
the drone’s (4.　　　　　　　) because they do tend to (5.　　　　　　　) more than other 
kinds of transport. With so many (6.　　　　　　　) however, it is (7.　　　　　　　) the UK 
Royal Mail’s (8.　　　　　　　) to use drones to deliver mail to some islands.

••••••••••••••••••••••  Try this, too! • • • • • • • • • • • • ••••••••••
If a system of using drones to deliver mail were introduced in Japan, what would be the good 
and bad points? List those and discuss your ideas with your classmates.

13
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Try this, one more time!
-News about Technologies in CNN-

CNNでは、科学技術に関するニュースが紹介されることがあります。ここでは、CNNで紹介されてい
る最新の科学技術に関するニュースを探してみましょう。そして、それがどういう内容で、なぜニュー
スとして取り上げられたのか考えてみましょう。

・CNNのサイトから、科学技術に関するニュースを探しましょう。
　以下のURL、または二次元バーコードからアクセスしてください。
　〈 CNN International - Breaking News, US News, World News and Video 〉
　https://edition.cnn.com/

どういう内容のニュースを選びましたか？
What kind of news did you choose?

それは肯定的あるいは否定的に報道されていますか。なぜそう思いましたか？
Is the news broadcasted as positive news or negative news? Why did you think so?

その内容をクラスメイトに紹介し、内容について話し合ってみましょう。
Introduce this news to your classmates. Discuss the topic with them.

クラスメイトと話し合った内容を英語でまとめてみよう。
Summarize the discussion in English.
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