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To Stay or Not to Stay

Read & Listen !

そして、１年後…
英文の下線部分は PHONETIC FOCUS（PF）の解説で取り上げる部分です。

[Tasha answers the phone as she works on packing away items into a
box labeled, “Darrell.”]

Tasha: Hey, Monique, how have you been?
Monique: I’m good, girl. Just checking in now that I’m back from
my trip. ① How are you? How is the family?
Tasha: Well, the house is pretty quiet these days. Fatima is off
to university at Oregon Heath and Science, pursuing a
degree in biochemistry. I couldn’t be prouder. She’s
going to change the world one day.
Monique: What about, Zach? ② Did he adjust to being home all
right?
Tasha: Well, yes and no. Zach will always have that spirit of
adventure in him and dreams of stardom. Music is his
passion. We’ve allowed him to continue school in Los
Angeles, where he’s attending a boarding school and
studying guitar. ③ We told him that we would support his
dream, as long as he went about it the right way and
with proper training. ④
Monique: I think that was the right call, Tasha. Good for him. It’s
better for him to say that he tried to pursue what he
loves than to always wonder, “what if..?” ⑤

［ターシャ、
「ダレル」とラベルが貼られた箱に荷物を

pack away 〜をしまう

詰め込む作業をしながら、電話に出る］

あら、モニーク。元気にしてた？
元気よ。旅行から帰ってきたんだけど、近況でも知ら

check in 近況を知らせる

せようかと思って。あなたこそ元気？ 家族はどう？
えぇ、最近はすごく落ち着いているわ。ファティマはオ
レゴン健康科学大学へ行って、生化学を専攻してい
るのよ。これ以上誇らしいことはないわ。いつか世界
を変えてくれるはずよ。

quiet 平穏な、落ちついた
off to 〜へ出発する
Oregon Heath and Science オレゴン健康
科学大学

pursue 〜を目指す、追求する

ザックはどうしてる？ 家での生活にはちゃんと慣れた？

adjust to 〜に慣れる

どちらでもない、ってとこかしら。ザックはこれからもずっ

yes and no どちらとも言えない
stardom スターの座
attend 〜に通う
boarding school 全寮制の学校

と冒険心を胸に、スターになる夢を抱き続けるんでしょ
うね。音楽に情熱を捧げているわ。ザックはロサンゼ
ルスの学校に通わせているの。全寮制の学校で、ギター
の勉強をしているわ。きちんと取り組んでちゃんと練
習をするかぎり、夢を応援するって伝えてあるの。

正しい判断だと思うわ、ターシャ。彼はよくやっている
わ。
「こうなったらどうしよう？」なんていつもクヨクヨ
悩んでいるより、好きなことを追求できたって言える
ほうがいいのよ。

right call 正しい判断

Scene 17
Tasha: I think you’re right. Sometimes, as a parent, though,
doing what’s best for your children also means letting
them go. And sometimes, that happens a lot earlier than
you are ready for. After Zach has just run away, it was
very hard seeing him leave again…especially for
Darrell. ⑥

Read & Listen !

そうでしょうね。でも、親が子どもにしてあげられるい

let someone go 人を自由にさせる

ちばんのことって、自由にさせてあげることなんじゃ
ないかってときどき思うの。そして、そういうことって、
親の心の準備ができるずっと前に起こってしまったり
するのよね。ザックが家出したあと、また離れていっ
てしまう彼を目にするのはとてもつらかったわ……特
にダレルにとってはね。

Monique: How is Darrell doing? What happened with his relapse
and the drinking?
Tasha: Well, I tried to hold us together as long as I could, but
Darrell just couldn’t make it. I think losing Zach again in
this way set him back too far in his therapy, and he never
really finished recovering. I decided that with the kids
gone, I had to look out for myself, and I just couldn’t live
with him any longer. ⑦ I still love him, very, very much,
and that’s exactly why I can’t watch him destroy himself.
He moved out about a week ago, and the divorce papers
are being processed.

ダレルはどうしてるの？ 再発したアルコール中毒は

relapse 再発

どうなったの？
できるだけいっしょにいようとしてたけど、ダレルはど
うしてもお酒をやめられなくて。ザックがあんな形で
またいなくなってしまって、治療から遠ざかってしまっ
たみたい。元の状態には全く戻っていないの。子ども

look out for oneself 自分の身を守ろうと注意

する

move out 出て行く
divorce paper 離婚届
process 〜を処理する

たちがいなくなってしまって、自分の身は自分で守ら
なきゃいけないって、もうこれ以上ダレルとは暮らせ
ないって思ったの。いまでも彼のことはすごく、すごく
愛してるけど、愛してるからこそ自分で自分をダメに
してしまうところを見ていられないの。ダレルは一週
間くらい前に出て行って、離婚の手続きも進んでいる
ところよ。

Monique: I’m sorry, Tash. You’ve been through so much this year
—more than any woman should.

それは気の毒ね、ターシャ。今年はいろんなことがあっ
たのね─どんな女の人が経験するよりもずっとたく
さんのことが。

Tasha: It’s OK, Monique. I have my home, my health and I still
have my family. Even if things have changed for us, the
connections we have to each other will always remain.
And that is the most important thing.
Monique: You’re right, Tasha. That’s a great way to see it.

大丈夫よ、モニーク。私には家があるし、健康だし、ま
だ家族だってあるわ。状況が変わってしまったとしても、
私たち家族の絆が消えることはない。それがいちば
ん大事なことだもの。
そのとおりね、ターシャ。すばらしい考え方だわ。

connection つながり、絆

Scene 1
Tasha: Life is about growth and change. We learn nothing if we
just stay the same and never evolve as people. You can’t
do it alone, and you need people in your life that you can
count on to help you on your journeys. ⑧ I’m definitely a
little scared, but I’m also excited at the new possibilities
that lie before me. Most importantly, though, is that I’m
comforted by the fact that I won’t be walking this new
path alone. I don’t think I could ask for anything more.

Read & Listen !

人生で大事なものは、成長と変化よ。同じままで留まっ
て人間として進歩しなかったら、何も学ぶことはでき
ないわ。一人だけではできないし、旅を助けてくれる
頼れる人が人生には必要だわ。もちろん怖い気持ち

evolve 進化する
count on 〜を頼る
lie before〜 〜の前に広がる、ある
comfort 〜をなぐさめる、安心させる
path 道
ask for 〜を求める、望む

は少しあるけど、目の前に広がっている新しい可能性
にわくわくしてもいるの。いちばん大事なことは、一
人でこの新しい道を歩くのではないって考えると、楽
になれるってことなの。これ以上多くのものを望むこ
となんて、できそうにないわ。

Monique: You’ve made a beautiful life and family here in Portland. ⑨

あなたはここポートランドで、すばらしい生活を送り、
すばらしい家族を作り上げたのよ。

Tasha: Thank you, Monique. Now we’ll see what comes next.

ありがとう、モニーク。楽しみにしているわ、今度は一
体どんなことが起こるのか。

Notes

ポートランド離婚事情

どうせ離婚するなら、
「できる限り迅速に、できるだけ安く」 という気持を反映してか、
アメリカのどこの街にも離 婚 専 門 弁 護 士が多くいるようです。ちなみに、ポートランド
を拠点にした離婚専門弁護士は約2 0 0名ほどです。専門サイトでは、成功率、満足度
などの評 価も出ていますが、あくまで参 考 程 度に考えるとよいでしょう。子 供の有 無が
着手金の金額を左右するようですが、オレゴン州ではその差はないようです。また、オ
レゴン州では離婚裁判でも本人が出廷する必要はないので、すべて弁護士に任せっき
りというケ ー スがほとんどです。これは、相 手との争いや無 意 味な軋 轢を避ける意 味
でもよいことだと考える人も多いのです。
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これまでの音変化の復習 （2）
(1) Just (
) now that I’m back from my trip.
(2) (
), Zach?
(3) We’ve allowed him to continue school in Los Angeles, where (
)
attending a boarding school and studying guitar.
(4) We (
) that we would support his dream, as long as he went (
) the
right way and with proper training.
(5) (
) for him to say that he tried to pursue what he loves than to always
wonder, “(
) ..?”
(6) After Zach has just (
), it was very hard (
) leave again…especially
for Darrell.
(7) I decided that (
) kids gone, I had to look out for myself, and I just
couldn’t live (
) any longer.
(8) You can’t do it alone, and you need people in your life that you can (
)to
help you on your journeys.
(9) (
) made a beautiful life and family (
) Portland.
checking では /g/ が弱くなって次の in につながります。そのため
[tNekÈn'Dn]「チェック ’ ニン」と聴こえます。
What about	what の /t/ が弾音となって次の about と連結します。とくに about
の /a/ にはアクセントがありませんので２語は強く結びつき、
[wAr'Dbau]「ワラバゥ」と聴こえます。
he’s	be 動詞を伴う縮約音です。
told him/about it	him の/h/が弱くなり、前のin と連音になり[tould'Èm]「トゥディム」
と連結します。about it は、/a/ が弱くなり about の /t/ が弾音化
して it と連結し [Dbaur'È]「ァバゥリ」となります。
It’s better/What if	It’s の最初の /i/ が弱くなります。better の /t/ は弾音化して [berW]
「ベラー」となり、It’s とつなげて、[ts berW] となります。What if
の部分も弾音となって [wArÈf]「ワリフ」となります。
run away/seeing him	run の /n/ とつながる n 連結です。it was very hard の後は to see
ではなく seeing となっていますが、この用法は最近増えてきてい
ます。seeing (h)im と /h/ が弱音化して連結します。
with the/with him	with と次の the は /th/ が同じ音なので一音になり [wÈ'M]「ウィズ」
となります。with him では /h/ が弱音化してつながって [wÈM'Èm]
「ウィズィム」となります。
count on	count の /n/ の後の /t/ が呑み込まれて coun(t) on [kaun'Dn]「カゥ
ノン」となっています。
You’ve/here in	助動詞を伴う縮約音です。here in のところで連結しています。

(1) checking in
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Repeating for English Prosody 17
英 語 のリズム や 気 持をつか んでリピートしよう
And sometimes, that happens a lot earlier than you are ready for.
●

●

●

●

●

そして、そういうことって、親の心の準備ができるずっと前に起こってしまったりするのよね。

And sometimes の sometimes はアクセントの位置が後ろに移っています。ここでは親として
の感情が入って変化した移動です。than は弱く [Mn] と、母音を入れないで発話してみましょう。
you are ready for 〜「〜の準備ができる」
。

I still love him, very, very much, and that’s exactly why I can’t watch

●

●

●

●

●

him destroy himself.
●

いまでも彼のことはすごく、すごく愛してるけど、愛してるからこそ自分で自分をダメにしてしまうところを見ていられないの。

I still love him で him の /h/ が落ちて love hi m [lKv'Èm] となります。that’s exactly why 〜
で「まさにそんなわけで〜」という意味です。I can’t watch hi m destroy himself. の箇所では、
watch him でも連音が出ています。

Even if things have changed for us, the connections we have to each

●

●

●

●

other will always remain.
●

●
状況が変わってしまったとしても、私たち家族の絆が消えることはない。

h ave changed for us の have の /h/ は助動詞なので弱くなります。一方、the connections we
have to each other の have は 一 般 動 詞 な の で 強 く 発 音 し ま す。 ＜ 例 ＞ He has a close
connections with that company.（彼はあの会社にコネがある）などです。

Most importantly, though, is that I’m comforted by the fact that I
●

●

●

●

won’t be walking this new path alone.
●

●

いちばん大事なことは、一人でこの新しい道を歩くのではないって考えると、楽になれるってことなの。

Most importantly の importantly の音変化は Prosody 16 で扱ったとおりですが、ここでは後
半の --portantly の、ntl の子音３つの真ん中の /t/ が落ちます（PF5 参照）ので、[ÈmpCSD'n'lÈ]「イ
ンポータンニー」となります。comforted は次に by が来ますので /d/ の破裂は押さえられます。

