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まえがまえがまえがまえがきききき    

 
本書は、英語を ABCからスタートして将来エキスパートになるための日本随一のテキストです。 
エキスパートをめざすためには、ABCの段階から学習法がちがいます。 
 
＜＜＜＜教科書教科書教科書教科書のののの代替代替代替代替・・・・補完補完補完補完としてもとしてもとしてもとしても、、、、自習書自習書自習書自習書としてもとしてもとしてもとしても使使使使えるえるえるえるテキストテキストテキストテキスト＞＞＞＞    
本書は、英語を文字通り ABCからはじめて、無理なくハイレベルの英語力を身につけるためのテキ
ストです。学生・一般人を問わず、また学年に関係なく、英語を基礎から本格的に学習したいすべて
の方々を対象としています。スキットの日本語訳・解説・解答のページを使用すれば、自習書として
も活用できますが、これらのページを削除すれば、文部科学省検定教科書の代替・補完として学校な
どで使用することもできます。 
 
＜＜＜＜Book3Book3Book3Book3 まででまででまででまでで高校高校高校高校のののの文法事項文法事項文法事項文法事項をををを網羅網羅網羅網羅、、、、英文量英文量英文量英文量はははは中学教科書中学教科書中学教科書中学教科書のののの５５５５倍倍倍倍＞＞＞＞    
本書の Book1、Book2、Book3 はそれぞれ中学１年用、中学２年用、中学３年用と位置づけていますが、
教科書に比べるとはるかに高いレベルになっています。 
文法の進度でいえば、Book1 が概ね教科書の中学２年の終わりまでとなります。Book2 の前半 20％の
段階で中学３年で習う文法事項は終了し、Book2 の残りは「関係副詞」「過去完了」など中学の範囲
は超えているものの高校受験では必須の文法事項を材料にします。Book3は「文法完結編」と位置づ
けており、「分詞構文」「仮定法」など高校で学習する文法事項を中心に扱います。 
新出語句の数は Book１、Book2、Book3 とも約 1000 語で、Book3 終了時点での語彙数は約 3000 語と
なります。これは教科書の約３倍にあたります。また、スキットに英問英答の問題を加えた英文量は、
教科書の４～５倍になります。 
とはいえ、挫折者を出さないように配慮し、高度な文法や語句をわかりやすい場面で使用するなど工
夫を凝らしているため、ユニットが進んでもあまり難しく感じることがないのが不思議なほどです。
中高一貫教育の授業で使用する場合は、Book3 までを中学３年間で終わらせるのが理想的であり、け
っして無理なペースではありませんが、もちろん、事情に合わせて速度を調整することは可能です。 
 
＜＜＜＜面白面白面白面白くてくてくてくて役役役役にににに立立立立つつつつ「「「「命命命命」」」」ののののスキットスキットスキットスキット＞＞＞＞    
スキットの内容については、第一に、単なる机上の学習に終わらず、実用的な英語が身につくように
工夫しました。基本英会話の教材に登場するような場面（「道を聞く」「買い物をする」「レストラン
で注文する」「電車に乗る」「病気になったら」「入国審査」「ホテルのチェックイン」）はすべて Book1
の材料として盛り込みました（「電話をかける」は Book2 で扱います）。第二に、特に Book2 以降で
は、言葉の由来、文化のちがい、科学者の伝記、環境問題など高校入試や大学入試でも頻出のテーマ
を中心に知的好奇心を満足させるような話題を揃えました。ただし、挫折者を出さない配慮から、あ
まり高度な内容にはせず、小学生程度でも理解可能な材料に限定しました。 
スキットの文体は会話形式と文章形式をバランスよく混ぜ合わせました。文章形式のものは高校入試
で出題された英文に手を加えたものが多いですが、会話形式のスキットについても、高校入試で出題
された英文を独自に会話調にアレンジしたものを数多く取り入れるなど、学習しやすくし、挫折者を
出さないための工夫を随所に凝らしました。 
 
＜＜＜＜ユニットユニットユニットユニット毎毎毎毎のののの ExerciseExerciseExerciseExercise でででで試験対策試験対策試験対策試験対策もももも万全万全万全万全＞＞＞＞    
ユニットはすべて A～Eの５回分で構成されており、A～Eの４回については、スキットに関連した文
法と発音のポイントが１つずつ含まれています。Practice は、文法・発音のポイントからそれぞれ 1
問ずつ出題され、その他はスキットの重要表現をもとにした言い換え練習となっています。いずれも
力試しの練習問題ではなく、耳ならし、口ならしの練習ですので、できるだけ文字を見ないで取り組
めば効果が上がります。これに対して、E の Exercise は文法・表現・発音など多岐にわたる筆記試
験形式の練習問題で、そのユニットのスキットからまんべんなく出題されます。口ならし練習の
Practice と確認テストの Exercise を併用することにより、コミュニケーション・ツールの基礎とし
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ての英語から試験対策まで幅広く対応できるようにしています。 
 
＜＜＜＜意欲的意欲的意欲的意欲的なななな学習者学習者学習者学習者のののの期待期待期待期待をををを裏切裏切裏切裏切らないらないらないらない内容内容内容内容＞＞＞＞    
本書は、「聞く」「話す」「読む」「書く」について、中途半端ではなくしっかりとした技能を身につけ
ることを狙っています。したがって、本書のスキットの大部分は主語・動詞のあるフル･センテンス
で書かれています。他の書物に見られるような「とにかく通じればいいので、文法にこだわらず話し
てみよう」という姿勢はとっておらず、また「全部は習っていないけれど、知っている単語を聞き取
ることによって何を話しているか推測しよう」といったような設問も設けていません。このような学
習法が有効な場合ももちろんありますが、論理的思考力の備わった学習者にとっては、ファジーな匂
いのする教材ではかえって混乱する恐れがあります。意欲的な学習者にとっては、何が必要で何が不
要なのかが不明確な教材は、つかみどころがなく、混乱の原因となります。本書では、余分なものを
なるべく排除したうえで、必要事項をすべて一連のスキットに集約した「つかみどころのある」テキ
ストに仕上げました。「本書のスキットは初めから終わりまですべて大事なので、暗記するまで全部
覚えるべし」と言えばハードで拷問に聞こえるかもしれませんが、学習者に向上心さえあれば、迷い
を感じることなく一心に学習できるので、むしろ高度な目標を達成する近道と考えています。 
 
＜＜＜＜密度密度密度密度のののの濃濃濃濃いいいい内容内容内容内容ででででエキスパートエキスパートエキスパートエキスパートをををを養成養成養成養成＞＞＞＞    
英語の教科書や参考書は過去数十年において見違えるほど見栄えがよくなり、カラフルで字も大きく
なりました。これにより英語が親しみやすくなった面もありますが、１ページあたりの情報量の減少
により、ページ数をこなしたわりにはたいして身についていないという事態が起こります。本書は、
このような時代の傾向にあえて逆らいつつ、情報量が多く密度の濃いテキストに仕上げました。数十
年の間に教科書がカラフルで大活字になったからといって、入学試験の問題用紙がカラフルになった
わけでもなければ、学術論文の活字が大きくなったわけでもありません。見栄え先行の教材に慣れき
った学習者は、将来どこかでこの段差を感じ、壁にぶつかることになります。体裁的に時代錯誤に見
られがちな本書に果敢に挑戦し卒業した学習者こそが、未来に時代を勝ち抜くエキスパートにもっと
も近い位置に立っているにちがいない、という確信が、本書編集における基本理念です。 
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自習書自習書自習書自習書としてのとしてのとしてのとしての本書本書本書本書のののの使用使用使用使用法法法法    

 
＜＜＜＜１１１１スキットスキットスキットスキットあたりあたりあたりあたり１１１１時間時間時間時間がががが標準標準標準標準＞＞＞＞    
学習時間は、１スキットあたり１時間程度、１ユニットあたり５時間程度が標準的です。年間 150 時
間学習することで、１冊あたり１年間で終えるペースになります。もちろん、これより速くても遅く
てもかまいませんので、個人の理解度や時間の余裕に合わせて進度を調整してください。 
 
＜＜＜＜スキットスキットスキットスキットをををを耳耳耳耳からからからから吸収吸収吸収吸収するするするする＞＞＞＞    
初めからスキットを目で読んでしまうのはあまり効果的ではありません。音声教材を利用してスキッ
トを数回聞いて耳ならしをします。 
 
＜＜＜＜声声声声をををを出出出出してしてしてしてスキットスキットスキットスキットをををを読読読読んでみるんでみるんでみるんでみる＞＞＞＞    
自分で声に出して英語を口にする習慣を身につけることが何より大切です。外国人のまねをして、ス
キットの発音練習をしてください。大勢で学習する場合は、対話の役割練習をするのも良い方法です。 
 
＜＜＜＜スキットスキットスキットスキットのののの内容内容内容内容をををを頭頭頭頭にににに入入入入れるれるれるれる＞＞＞＞    
スキットの日本語訳、文法のポイント、表現のポイント、発音のポイントを読み、理解します。中に
は理解しにくいものもあれば、理屈が通用しないこともあります。「なぜ？」と考えてもきりがない
ので、そのまま覚えるようにします。 
 
＜＜＜＜PracticePracticePracticePractice をやってみるをやってみるをやってみるをやってみる＞＞＞＞    
Practice は口ならしの練習で、それぞれの文法、発音、表現のポイントに対応しています。紙に書
くよりも口に出して言う練習をするほうが効果的です。特に、基本文の単語を置き換えて言ってみる
練習は、単語を置き換えるだけなので紙に書けば非常に簡単ですが、何も見ずに言おうとすると意外
に難しいことがわかります。 
なお、Practice ではスキットで学習しない単語も登場しますが、これらは語句さくいんに含めてお
らず、Exercises の出題範囲にも入りませんので、特に余裕のある人以外は意識する必要はありませ
ん。 
 
＜＜＜＜余裕余裕余裕余裕があるかぎりがあるかぎりがあるかぎりがあるかぎり、、、、スキットスキットスキットスキットをををを丸暗記丸暗記丸暗記丸暗記するするするする＞＞＞＞    
スキットを丸暗記することは一見難しいように思えますが、内容があるものを覚えることになるため、
単語などを暗記するよりもはるかに簡単で、しかも単語の文中での使い方も習得できて能率的です。
大切なことは、忘れることを恐れないことです。一度暗記したものを忘れた人は、初めから暗記して
いない人に比べて、もう一度暗記する場合にはるかに簡単に済みます。また、全部覚え切れなくても、
少しでも覚えられた部分があるならば、それが大きな力になることを忘れてはなりません。 
 
 

授業授業授業授業でのでのでのでの本書本書本書本書のののの使用法使用法使用法使用法    
（基本的には、自習書としての使用法と同じです） 

 
＜＜＜＜自分自分自分自分自身自身自身自身のことをのことをのことをのことを表現表現表現表現してみるしてみるしてみるしてみる練習練習練習練習をををを取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる＞＞＞＞    
本書の Practice では割愛していますが、たとえば出身地を言う表現が出てきたときに、たがいに相
手の出身地を聞きあったり、願望の表現を学習する際に、各人の夢を語り合うなど、授業ならではの
練習を取り入れることが効果的です。未学習の単語を使用しないと表現できない場合には、指導者が
助けに入ります。 
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Unit 1  Hello 
    
Unit 1-A        I am Yoshida Ayaka. 
    

 

 
Words & Phrases 
hellohellohellohello !"#$%&'(  感 こんにちは   Nice to meet youNice to meet youNice to meet youNice to meet you....  はじめまして 
IIII !)*(  代 私は    I’mI’mI’mI’m !)*+(  ((I amの短縮形)) 
amamamam !,+-.#+(  動 ～である   tootootootoo !/'0(  副 ～もまた 
 
Practice 
１．例にならって自分の名前を紹介する文を作りなさい。 
（例）Yoshida Ayaka ⇒ Hello. I am Yoshida Ayaka. 
(1) Takahashi Misaki    
(2) Paul Jones 
(3) Helen Davis    
(4) Suzuki Naoki 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）I’m George Smith. Nice to meet you. 
(1) 山本拓也（やまもとたくや）です。はじめまして。(Yamamoto Takuya) 
(2) 渡辺千尋（わたなべちひろ）です。はじめまして。(Watanabe Chihiro) 
(3) フレッド・ブラウンです。はじめまして。(Fred Brown) 
 
３．英語の発音の特徴に注意して言いなさい。 
  Hello. 
  I am George Smith. 
  Nice to meet you.  
 
４．次のアルファベットの読み方を練習しなさい。 
  （大文字）     A B C D E F G 
  （小文字）     a b c d e f g 

 

 
A:  Hello. 

    I am Yoshida Ayaka. 

    Nice to meet you. 

G:  I’m George Smith. 

    Nice to meet you, too. 

 

A: 綾香  G: ジョージ 
綾香とジョージは初対
面です。 
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Unit 1        こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    
 
Unit 1-A        初対面初対面初対面初対面のあいさつのあいさつのあいさつのあいさつ    
 

A: 綾香  G: ジョージ 
A: こんにちは。私は吉田綾香です。はじめまして。 
G: ジョージ・スミスです。はじめまして。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(1)  be(1)  be(1)  be(1)  be動詞動詞動詞動詞のののの文文文文    
I amI amI amI am Yoshida Ayaka.  私は吉田綾香です。 
「私は～です」という場合は、I am ～.とします。I は「私は」という主語、am は「～です」とい
う意味の動詞（述語）です（これを be動詞といいます）。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Hello.Hello.Hello.Hello.    
◇ 英語では、文を大文字で書き始めます。 
◇ 文の最後には、普通はピリオド（.）をつけます。 
◇ Hello.は日本語の「こんにちは」「やあ」に近いあいさつです。一日中いつでも使える気軽な言い
方です。 

I am Yoshida Ayaka.I am Yoshida Ayaka.I am Yoshida Ayaka.I am Yoshida Ayaka.    
◇ 日本人の名前はそのままローマ字で書きます。姓、名前ともに最初の文字は大文字にします。英
米人と同じように、名前を先に、姓を後にして、I am Ayaka Yoshida.としてもかまいません。 

◇ 「私は」という意味の Iという単語は、文の初めでなくても常に大文字で書きます。 
Nice to meet you.Nice to meet you.Nice to meet you.Nice to meet you.    
◇ 日本語の「はじめまして」に近いあいさつです。文字通りには「あなたに会えてうれしい」とい
う意味です。 

IIII’’’’m George Smith.m George Smith.m George Smith.m George Smith.    
◇ I’mは I amを縮めた形です。このように、ふたつの単語をつなげてひとつの短い単語にしたもの
を短縮形といいます。 

◇ Iとmの間の記号（’）はアポストロフィーといいます。短縮形を作るときなどに使います。 
◇ Georgeは名前、Smithは姓です。このように、英米人の名前は名前・姓の順序になります。 
Nice to meet you, too.Nice to meet you, too.Nice to meet you, too.Nice to meet you, too.    
◇ tooは「～もまた」という意味です。Nice to meet you, too.は、Nice to meet you.と言われたのに
対して「こちらこそはじめまして、よろしく」という意味が込められています。 

◇ tooの前の記号（,）はコンマといいます。日本語の点（、）と似ていて、コンマの前で意味が切れ
るのが普通です。 

    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(1)  (1)  (1)  (1)  英語英語英語英語のののの発音発音発音発音をををを耳耳耳耳からからからから学学学学ぶぶぶぶ    
日本語と英語は、発音がかなりちがいます。たとえば英語の Hello.はカタカナの「ハロー」と同じで
はありません。このちがいを知るには、英語の正しい発音を自分の耳で聞き、まねて発音してみるこ
とが必要です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Hello. I am Takahashi Misaki.   (2) Hello. I am Paul Jones. 
    (3) Hello. I am Helen Davis.   (4) Hello. I am Suzuki Naoki. 
《Practiceの解答について》 
単語を次々に置き換えるだけの問題や発音に関する問題等は、解答を省略します。 
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Unit 1-B        Are you a teacher? ---- Yes, I am.    
    

 

 
Words & Phrases 
you you you you !1'(  代 あなたは   yesyesyesyes !123(  副 はい 
areareareare.!)04-.#4(  動 ～である.   anananan !#5(  形 ((aと同じだが母音の前で使う)) 
talltalltalltall !/60$(  形 背が高い   EnglishEnglishEnglishEnglish !789$*:(  名 英語 
aaaa !#(  形 ひとつの ((不定冠詞))  newnewnewnew !51'0(  形 新しい 
teacherteacherteacherteacher !/70/:#4(  名  先生   student student student student !3/1'&0;#5/(  名 生徒 
 
Practice 
１．例にならって「あなたは～ですか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対し
て「はい」と答える文を作りなさい。 

（例）a teacher ⇒ Are you a teacher? ---- Yes, I am. 
(1) an English teacher 
(2) a student 
(3) Yamamoto Takuya 
(4) tall 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Are you a new student? 
(1) あなたは新しい先生ですか？ (teacher) 
(2) あなたは新しい英語の先生ですか？ (English teacher) 
(3) あなたは新しいお医者さんですか？ (*doctor) 
 
３．イントネーションに注意して言いなさい。 
  I am a teacher.   Are you a teacher? 
  I am George Smith.   Are you George Smith? 
 
４．次のアルファベットの読み方を練習しなさい。 
  （大文字）     H I J K L M N 
  （小文字）     h i j k l m n 
 

 
T:  You are tall. 

    Are you a teacher? 

W:  Yes, I am. 

    I’m an English teacher. 

    Are you a new student? 

T:  Yes, I am. 

 

T: 拓也   
W: ホワイト先生 
新入生の拓也が廊下で
背の高い外国人女性と
会いました。 
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Unit 1-B        英語英語英語英語のののの先生先生先生先生とととと会会会会うううう    
 

T: 拓也  W: ホワイト先生 
T: 背が高いですね。あなたは先生ですか？ 
W: はい、そうです。私は英語の先生です。 
   あなたは、新入生？ 
T: はい、そうです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(2)  be(2)  be(2)  be(2)  be動詞動詞動詞動詞のののの疑問文疑問文疑問文疑問文とととと YesYesYesYesのののの答答答答ええええ    
Are youAre youAre youAre you a teacher? ---- Yes, I amYes, I amYes, I amYes, I am.  あなたは先生ですか？ ― はい、そうです。 
youは「あなたは」という意味の主語です。「～です」という意味の動詞（be動詞）は主語によって
形が変わり、主語が I（私）の場合は amを使い、主語が you（あなた）の場合は areになります。
be動詞で「～ですか」という疑問文を作るときは、主語と動詞の順序を入れ替えます。 
You are a teacher.  あなたは先生です。 
 
Are you a teacher?  あなたは先生ですか？ 
Yes, I am.は、Are you ～?の文に対して「はい」と答えるときの言い方です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
You are tall.You are tall.You are tall.You are tall.    
◇ tallは「背が高い」という意味で、物事の性質を表す単語（形容詞）です。このように、be動詞
を使って物事の性質を表す文を作ることができます。 

Are you a teacAre you a teacAre you a teacAre you a teacher?her?her?her?    
◇ a は「ひとつの」という意味です。英語では、このようにひとつの物やひとりの人を指す言葉の
前に aをつけます。 

◇ 文の終わりの記号（?）は疑問符（クエスチョン・マーク）といい、疑問文の終わりにつけます。 
Yes, I am.Yes, I am.Yes, I am.Yes, I am.    
◇ I amの短縮形は I’mですが、Yes, I am.というときは、Yes, I’m.のようにすることはできません。 
I’I’I’I’m an English teacher.m an English teacher.m an English teacher.m an English teacher.    
◇ anは aと同じ意味で、母音（a、e、i、o、u）で始まる単語の前につけます。それ以外の場合は a
を使います。 

◇ Englishは「英語」という固有名詞のひとつです。一般に固有名詞は常に大文字で書き始めます。 
◇ Englishは「英語」、teacherは「先生」という意味で、ふたつ並べて English teacherとすると
「英語の先生」という意味になります。 

Are you a new student?Are you a new student?Are you a new student?Are you a new student?    
◇ newは「新しい」という意味の形容詞です。 
◇ 形容詞には、a new student（新しい生徒）の newのように名詞の前につける場合と、You are tall.
（あなたは背が高い）の tallのように単独で使われる場合の両方の使い方があります。 

    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(2)  (2)  (2)  (2)  イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
イントネーションとは、声の調子の上がり下がりのことです。たとえば、I’m a teacher.（私は先生
です）という文は、最後を下がり調子で発音しますが、Are you a teacher?（あなたは先生ですか？）
という疑問文になると、最後を上がり調子で発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Are you an English teacher? ---- Yes, I am. 
    (2) Are you a student? ---- Yes, I am. 
    (3) Are you Yamamoto Takuya? ---- Yes, I am.   (4) Are you tall? ---- Yes, I am. 
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Unit 1-C        Are you in Class A? ---- No, I’m not.    

    

 

 
Words & Phrases 
hihihihi    !")*(  感 やあ、こんにちは  ohohohoh    !%'(  感 おお、おや 
inininin !*5(  前 ～の中に   thenthenthenthen !<25(  副 それでは 
classclassclassclass !=$,3(  名 組    you’reyou’reyou’reyou’re !1'#4(  ((you areの短縮形))  
nononono !5%'(  副 いいえ   mymymymy !+)*(  代 私の 
notnotnotnot !5)/(  副 ～ではない   classmateclassmateclassmateclassmate !=$,&3+2>*/(  名 同級生 
 
Practice 
１．例にならって「あなたは～ですか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対し
て「いいえ」と答える文を作りなさい。 

（例）in Class A ⇒ Are you in Class A? ---- No, I’m not. 
(1) in Tokyo    
(2) a student    
(3) an English teacher    
(4) Helen Davis 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）I’m in Class C, too. 
(1) 私も新入生です。(a new student) 
(2) 私も教師です。(a teacher) 
(3) 私も大阪にいます。(in Osaka) 
 
３．文強勢とリズムに注意して言いなさい。 
  No, I’m not.   I’m an English teacher.   Nice to meet you. 
 
４．次のアルファベットの読み方を練習しなさい。 
  （大文字）     O P Q R S T U 
  （小文字）     o p q r s t u 
 

 
N:  Hi, Helen. 

H:  Hi, Naoki. 

N:  Are you in Class A? 

H:  No, I’m not. I’m in Class C. 

N:  Oh! I’m in Class C, too. 

    Then you’re my classmate. 

 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹とヘレンがクラス
分けの結果をたずねて
います。 
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Unit 1-C        新新新新しいしいしいしいクラスメートクラスメートクラスメートクラスメート    
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: やあ、ヘレン。 
H: こんにちは、直樹。 
N: 君はＡ組？ 
H: ううん、ちがう。私はＣ組。 
N: へえ、僕もＣ組だよ。 
   それでは、君は僕のクラスメートだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(3)  be(3)  be(3)  be(3)  be動詞動詞動詞動詞のののの疑問文疑問文疑問文疑問文とととと NoNoNoNoのののの答答答答ええええ    
Are youAre youAre youAre you in Class A? ---- No, INo, INo, INo, I’’’’m notm notm notm not.  あなたはＡ組ですか？ ― いいえ、ちがいます。 
No, I’m not.は Are you ～?に対して「いいえ」で答えるときの言い方です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Hi, Helen.Hi, Helen.Hi, Helen.Hi, Helen.    
◇ Hi.は Hello.と同じように、人に会ったときに使うあいさつで、Helloよりもさらに親しい間柄で
使われるくだけた言い方です。 

Are you in Class A?Are you in Class A?Are you in Class A?Are you in Class A?    
◇ in は、「～の中に」という意味で、be 動詞とともに使うと「～の中にいる」という意味になりま
す。 

◇ このように、be動詞を使って「～にいます」という存在を表す文を作ることができます。 
◇ classは「組」という意味で、Class Aで「Ａ組」となります。 
Oh!Oh!Oh!Oh!    
◇ 「あら」「わあ」など感動や驚きを表す言葉です。 
◇ 文の終わりの記号（!）は感嘆符といい、強調して大きな声を出すことを表します。 
I’I’I’I’m in Class C, tom in Class C, tom in Class C, tom in Class C, too.o.o.o.    
◇ tooは「～も」という意味です。 
Then youThen youThen youThen you’’’’re my classmate.re my classmate.re my classmate.re my classmate.    
◇ thenは「それでは」という意味です。 
◇ you’reは you areの短縮形です。 
◇ myは「私の」という意味です。myがある場合は、classmateの前に aをつけません。 
    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(3)  (3)  (3)  (3)  文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム    
英語では日本語以上に、強く発音する部分と弱く発音する部分がはっきり分かれています。文の中で
どの単語を強く発音するかということ（これを文強勢といいます）は、単語の品詞や意味によって決
まっています。また英語では、強く発音する部分と弱く発音する部分が交互に現れることが多いので、
リズムに気をつけると英語らしく発音することができます。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Are you in Tokyo? ---- No, I’m not. 
    (2) Are you a student? ---- No, I’m not.  
    (3) Are you an English teacher? ---- No, I’m not.  
    (4) Are you Helen Davis? ---- No, I’m not. 
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Unit 1-D  I’m not from America. 

    

 

Words & Phrases    
from from from from !?4)+-.?4#+(  前 ～から、～出身の BritainBritainBritainBritain !@47/5(. 名 イギリス 
New YorkNew YorkNew YorkNew York  名 ニューヨーク   London London London London !$A&5;#5(  名 ロンドン 
AmericaAmericaAmericaAmerica !#+2&4#=#(  名 アメリカ      
 
Practice    
１．例にならって「私は～ではありません」という否定文を作りなさい。 
（例）I’m from America ⇒ I’m not from America. 
(1) I’m from Tokyo. 
(2) I’m a student. 
(3) I’m in Class B. 
(4) I’m tall. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）I’m from Tokyo. 
(1) 私は京都出身です。(Kyoto)  
(2) 私はロンドン出身です。(London) 
(3) 私はニューヨーク出身です。(New York) 
 
３．単語のアクセントに注意して言いなさい。 
  London   Britain   classmate   hello 
 
４．次のアルファベットの読み方を練習しなさい。 
  （大文字）     V W X Y Z 
  （小文字）     v w x y z 
 
 

 
M:  I’m from Tokyo. 

    Are you from New York, George? 

G:  No, I’m not from America. 

    I’m from Britain. 

M:  Are you from London? 

G:  Yes, I am. 

 

M: 美咲  G: ジョージ 
美咲がジョージの出身
地をたずねています。 
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Unit 1-D        出身出身出身出身はどちらはどちらはどちらはどちら？？？？    
 

M: 美咲  G: ジョージ 
M: 私は東京出身です。 
   ジョージ君、あなたはニューヨーク出身なの？ 
G: いや、僕はアメリカ出身じゃないんだ。 
   イギリス出身なんだよ。 
M: ロンドン出身？ 
G: うん、そうだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(4)  be(4)  be(4)  be(4)  be動詞動詞動詞動詞のののの否定文否定文否定文否定文    
IIII’’’’m notm notm notm not from America.  私はアメリカ出身ではありません。 
notは「～ではない」という否定文を作るときの言葉です。be動詞の文では、be動詞のすぐ後に not
を入れます。 
I’m from America.  私はアメリカ出身です。 
I’m not from America.  私はアメリカ出身ではありません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
IIII’’’’m from Tokyo.m from Tokyo.m from Tokyo.m from Tokyo.    
◇ from は「～から」という意味ですが、このように be 動詞とともに使うと「～出身です」という
意味になります。 

◇ Tokyo（東京）のような地名・国名は固有名詞なので、大文字で始めます。 
◇ be動詞の使い方として、ここまでに習ったものをまとめておきましょう。 
  I’m a student.  「（何）です」 
  I’m tall.  「（どんな）です」 
  I’m in Class C.  「（どこ）にいます」 
  I’m from Tokyo.  「～出身です」 
Are you from New York, George?Are you from New York, George?Are you from New York, George?Are you from New York, George?    
◇ Are you from ～?は「あなたは～出身ですか？」と聞く言い方です。 
◇ Georgeは「ジョージ君」という呼びかけです。英語ではこのように名前を呼びかけることが非常
に多くあります。 

No, INo, INo, INo, I’’’’m not from America.m not from America.m not from America.m not from America.    
◇ Americaはここでは「アメリカ合衆国」を指しています。 
IIII’’’’m from Britain.m from Britain.m from Britain.m from Britain.    
◇ Britainは「イギリス」という意味です。 
    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(4)  (4)  (4)  (4)  単語単語単語単語ののののアクセントアクセントアクセントアクセント    
文の中で強く発音する単語があるのと同様に、英語の単語の中にも、強く発音する部分があります。
これをアクセントといいます。母音（a、e、i、o、u、y）の上にアクセント記号（´）をつけてアク
セントの位置を示します。また、２番目に強く発音する部分を「`」で示すことがあります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I’m not from Tokyo. 
    (2) I’m not a student. 
    (3) I’m not in Class B. 
    (4) I’m not tall. 
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Unit 1-E  Exercises (1) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) You are Helen Davis.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(2) I’m a student.  （否定文に） 
(3) I’m tall.  （否定文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Are you a student? ---- Yes, (          )(          ). 
(2) Are you Suzuki Naoki? ---- No, (          )(          ). 
(3) Are you from Britain? ---- No, (          )(          ) from Britain. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I am (          )(          ) teacher. 
  私は英語の教師です。 
(2) Are you (          )(          )? 
  あなたはロンドン出身ですか？ 
(3) I’m (          )(          ) Class B. 
  私はＢ組ではありません。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Hello. I’m George Smith. 
(2) Hi, Helen. Are you in Class A? ---- Yes, I am. 
(3) You’re my classmate. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私も新しい生徒です。 
(2) あなたはアメリカ出身ですか？ ― いいえ、ちがいます。私はイギリス出身です。 
(3) 私は背が高くありません。 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          )(          ) meet you. 
(2) I’m (          )(          ) America. 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen:  Hi. I’m Helen Davis. I’m a student.  
Takuya: Hello. I’m Yamamoto Takuya. I’m a student, too. 
Helen:  Are you from Tokyo? 
Takuya: Yes, I am. Are you from London? 
Helen:  No, I’m not. I’m from *Chicago. 
Takuya: Are you in Class C? 
Helen:  Yes, I am. Are you in Class C, too? 
Takuya: Yes, I am. 
（注）Chicago シカゴ 
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QUESTIONS（Takuyaのつもりで答えなさい） 
(1) Are you Yamamoto Takuya? 
(2) Are you a student? 
(3) Are you from Tokyo? 
(4) Are you from London? 
(5) Are you in Class D? 
 
 

《《《《１１１１からからからから 10101010 までのまでのまでのまでの数字数字数字数字》》》》    

one, two, three, four, five,  
 １   ２   ３    ４   ５  

six, seven, eight, nine, ten 
 ６   ７     ８   ９   10 

 
 
Words & Phrases 
oneoneoneone !BA5(  名 形 １、１個の  sixsixsixsix !3*=3(  名 形 ６、６個の 
twotwotwotwo !/'0(  名 形 ２、２個の   sevensevensevenseven !32&C#5(..名 形 ７、７個の 
threethreethreethree !D4*0(  名 形 ３、３個の  eighteighteighteight !2*/(  名 形 ８、８個の 
fourfourfourfour !?604(  名 形 ４、４個の  ninenineninenine !5)*5(  名 形 ９、９個の 
fivefivefivefive !?)*C(  名 形 ５、５個の  tentententen !/25(  名 形 10、10 個の 
 
 
 
■アルファベットの歌 
  アルファベットを覚えるのにちょうど良い歌が、「きらきら星」と同じメロディーで歌える The 
A-B-C Songです。 
 
  The A-B-C Song 
 
  A B C D E F G                            
  H I J K L M N O P                      
  Q R S and T U V                         
  W and X Y Z.                            
  Happy, happy, shall we be                
  When we’ve learned our ABC.           
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Unit 2  After School 
 
Unit 2-A  You have a nice tennis racket. 
    

 

 
Words & Phrases    
havehavehavehave.!",C(..動 持っている   Thank you.  Thank you.  Thank you.  Thank you.  ありがとうございます。 
nicenicenicenice.!5)*3(..形 良い、すてきな  playplayplayplay.!E$2*(..動 ～をする 
tennistennistennistennis.!/2&5*3(..名 テニス   everyeveryeveryevery.!2&C4*(..形 すべての 
racketracketracketracket.!4,&=*/(..名 ラケット   daydaydayday.!;2*(..名 日 
 
Practice    
１．例にならって、自分や相手の持ち物について説明する文を作りなさい。（*印はまだ習って
いない語句） 

（例）you, tennis racket ⇒ You have a tennis racket. 
(1) I, *pen    
(2) you, *computer    
(3) I, *bicycle    
(4) you, *glove 
（注）pen ペン   computer コンピューター   bicycle 自転車   glove グローブ 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Thank you, Helen. 
(1) 翔平君、ありがとう。(Shohei) 
(2) ベティーさん、ありがとう。(Betty) 
(3) ポール君、ありがとう。(Paul) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I play tennis every day. 
(1) 私は毎日バレーボールをします。(*volleyball) 
(2) 私は毎日サッカーをします。(*soccer) 
(3) 私は毎日柔道をします。(judo) 
 
４．母音の発音に注意して言いなさい。 
  class   six   baseball   student 
 
 

 
N:  Hi, Helen. 
H:  Hi, Naoki. 
N:  You have a nice tennis racket. 
H:  Thank you. 
    I play tennis every day. 
 Ｎ: 直樹  H: ヘレン 

直樹とヘレンが放課後
の学校で出会いました。 
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Unit 2        放課後放課後放課後放課後    
 
Unit 2-A        放課後放課後放課後放課後ははははテニステニステニステニス    
 

Ｎ: 直樹  H: ヘレン 
N: こんにちは、ヘレン。 
H: こんにちは、直樹。 
N: いいテニス・ラケットを持っているね。 
H: ありがとう。 
   私は毎日テニスをするの。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(5)  (5)  (5)  (5)  一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの文文文文    
You haveYou haveYou haveYou have a nice tennis racket....  あなたは良いテニス・ラケットを持っています。    
have は「持っている」という動詞です。今回出てくる play は「（スポーツなど）をする」という意
味の動詞です。このような be動詞以外の動詞を一般動詞と呼びます。 
日本語では動詞は文の最後に来ますが、英語では主語のすぐ後に来るのが普通です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
You have a nice tennis racket.You have a nice tennis racket.You have a nice tennis racket.You have a nice tennis racket.    
◇ niceは「良い、すてきな」という意味の形容詞です。 
Thank youThank youThank youThank you. 
◇ お礼の言葉です。どんな間柄でも使えます。 
I play tennis every day.I play tennis every day.I play tennis every day.I play tennis every day.    
◇ playの後にスポーツの名前をつけると「～をする」という意味になります。 
◇ every dayは「毎日」という意味です。everyは「毎～」、dayは「日」という意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(5)   (5)   (5)   (5)   母音母音母音母音のののの発音発音発音発音    
日本語の「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」のような音を母音といいます。英語には日本語よりも多くの種
類の母音があり、「ア」と「エ」の中間の音といった日本語にない母音も多いので、聞き取りや発音
のときには注意が必要です。 
 

 短母音 長母音・二重母音 
!,(（アとエの中間）. !)0(（アーよりも口を大きく）.
!#(（あいまいで弱い音）. !#0(（口をあまり開けずにアー）.
!A(（あいまいで強い音）.

日本語の「ア」に近い音 

!)(（口を大きく開く）.
.

日本語の「イ」に近い音 !*(（イとエの中間）. !*0(（イーに近い）.
日本語の「ウ」に近い音 !'(（ウよりも唇を丸めて）. !'0(（ウーよりも唇を丸めて）.
日本語の「エ」に近い音 !2(（エに近い）. !2*(（エイに近い）.

!60(（オーよりも口を大きく）.日本語の「オ」に近い音 .
!%'(（オウに近い）.

その他 . !)*(!)'(!*#(!'#(!2#(!6*(.
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I have a pen.   (2) You have a computer. 
    (3) I have a bicycle.   (4) You have a glove. 
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Unit 2-B        Do you study English after school?    
    

 

 
Words & Phrases    
Good afternoon.Good afternoon.Good afternoon.Good afternoon.こんにちは            do do do do !;'0-.;#(..助 ((疑問文、否定文を作る語))    
Ms. Ms. Ms. Ms. !+*F(..((女性の姓につける語))        study study study study !3/A&;*(..動 勉強する    
very very very very !C2&4*(..副 とても            after after after after !,&?/#4(..前 ～の後で    
big big big big !@*9(..形 大きい            school school school school !3='0$(..名 学校    
dictionary dictionary dictionary dictionary !;7=:#52>4*(..名 辞書        like like like like !$)*=(..動 好きである    
 
Practice    
１．例にならって「あなたは～しますか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対
して「はい」と答える文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）You study English.  
⇒ Do you study English? ---- Yes, I do. 
(1) You have a big dictionary. 
(2) You play tennis. 
(3) You like America. 
(4) You study *Japanese. 
（注）Japanese 日本語 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You have a very big dictionary. 
(1) あなたはとても大きなかばんを持っています。(*bag) 
(2) あなたはとても大きな箱を持っています。(*box) 
(3) あなたはとても大きなスーツケースを持っています。(*suitcase) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I like English. 
(1) 私はテニスが好きです。(tennis) 
(2) 私はロンドンが好きです。(London) 
(3) 私は数学が好きです。(*math) 
 
４．子音の発音に注意して言いなさい。 
  racket   tennis   three   very 
 

 
W:  Good afternoon, Takuya. 
T:  Good afternoon, Ms. White.  
W:  You have a very big dictionary. 
    Do you study English after school? 
T:  Yes, I do. I like English. 
 

W: ホワイト先生 
T: 拓也 
ホワイト先生と拓也が
英語の勉強時間につい
て話しています。 

 



英語の正道 J1 01-001 14

Unit 2-B        放課後放課後放課後放課後にににに英語英語英語英語のののの勉強勉強勉強勉強 
 

W: ホワイト先生  T: 拓也 
W: 拓也君、こんにちは。 
T: ホワイト先生、こんにちは。 
W: とても大きな辞書を持っているわね。 
   放課後に英語を勉強するの？ 
T: はい。僕は英語が好きなんです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(6)  (6)  (6)  (6)  一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Do you studyDo you studyDo you studyDo you study English after school?  あなたは放課後に英語を勉強しますか？ 
今回登場する一般動詞は「～を勉強する」という意味の studyと「～が好きである」という意味の like
です。一般動詞の文を疑問文にするには、文の初めに doをつけます。 
You study English.  あなたは英語を勉強します。 
Do you study English?  あなたは英語を勉強しますか？ 
この文に対する「はい」という答えは、Yes, I do.です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Good afternoon, Takuya.Good afternoon, Takuya.Good afternoon, Takuya.Good afternoon, Takuya.    
◇ Good afternoon.は午後に人に会ったときのあいさつで、Helloや Hiに比べてていねいです。 
◇ 相手に呼びかける場合は、あいさつの後に相手の名前を入れます。 
Good afternoon, Ms. White.Good afternoon, Ms. White.Good afternoon, Ms. White.Good afternoon, Ms. White.    
◇ Ms.は女性に対して「～さん」「～先生」と言うときの言葉です。Whiteのような姓につけるのが
一般的で、名前のほうにはつけません。 

You have a very big dictionary.You have a very big dictionary.You have a very big dictionary.You have a very big dictionary. 
◇ veryは「とても」という意味の副詞です。 
◇ bigは「大きい」という形容詞です。a very big dictionaryで「とても大きな辞書」となります。 
Do you study English after school?Do you study English after school?Do you study English after school?Do you study English after school?    
◇ afterは「～の後で」、schoolは「学校」という意味で、after schoolで「放課後に」という意味に
なります。熟語なので schoolに aをつけません。 

I like English.I like English.I like English.I like English.    
◇ I like ～.で「私は～を好む」という意味になります。 
◇ 「英語」という意味の Englishに anはつけません。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(6)  (6)  (6)  (6)  子音子音子音子音のののの発音発音発音発音    
子音も母音と同じように、英語には日本語にない子音があります。日本語のラ行に聞こえる音には!$(
と!4(があり、日本語のサ行に聞こえる音には!3(と!D(があります。これらを混同すると、別の単語に
なってしまうことがあります。.
また、日本語では子音は必ず母音と結びつきますが（「ン」は例外）、英語では母音が続かない子音が
あります。たとえば日本語で「テニス」と発音すると最後に母音の「ウ」が入りますが、英語では!/2&5*3(
となり、子音!3(の後に母音は続きません。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Do you have a big dictionary? ---- Yes, I do. 
    (2) Do you play tennis? ---- Yes, I do. 
    (3) Do you like America? ---- Yes, I do. 
    (4) Do you study Japanese? ---- Yes, I do. 
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Unit 2-C  I don’t play baseball. 
    

 

 
Words & Phrases    
basketball basketball basketball basketball !@,&3=*/@6>0$(..名 バスケットボール    practice practice practice practice !E4,&=/*3(..動 練習する    
dondondondon’’’’t t t t !;%'5/(..((do notの短縮形))        with with with with !B*<(..前 ～といっしょに    
but but but but !@A/-.@#/(..接 しかし            often often often often !6&0?#5(..副 しばしば    
baseball baseball baseball baseball !@2&*3@6>0$(..名 野球            watch watch watch watch !B)/:(..動 見る    
 
Practice    
１．例にならって「あなたは～しますか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対
して「いいえ」と答える文を作りなさい。 

（例）You play baseball. ⇒ Do you play baseball? ---- No, I don’t. I don’t play baseball. 
(1) You have a tennis racket. 
(2) You like tennis. 
(3) You study English. 
(4) You play basketball. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）I practice baseball with Naoki. 
(1) 私はヘレンといっしょにテニスを練習します。(tennis, Helen) 
(2) 私はフレッドといっしょにバスケットボールを練習します。(basketball, Fred) 
(3) 私は拓也といっしょに剣道を練習します。(kendo, Takuya) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I often watch baseball. 
(1) 私はよくテニスを見ます。(tennis) 
(2) 私はよくフットボールを見ます。(*football) 
(3) 私はよく相撲を見ます。(sumo) 
 
４．息継ぎに注意して言いなさい。 
  I practice baseball with Naoki after school. 
  I study English with Misaki every day. 
 

 
H:  Do you play basketball? 
S:  No, I don’t. 
    But I play baseball. 
    I practice baseball with Naoki after school. 
    Do you play baseball, too? 
H:  No, I don’t play baseball. 
    But I often watch baseball. 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
ヘレンと翔平がスポー
ツについて語っていま
す。 
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Unit 2-C        野球野球野球野球のののの練習練習練習練習 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
H: あなたはバスケットボールをするの？ 
S: いや、しない。でも、野球をするよ。 
   放課後に、直樹といっしょに野球の練習をするんだ。 
   君も野球をするの？ 
H: いいえ、野球はしないわ。でも、野球はよく見るよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(7)  (7)  (7)  (7)  一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの否定文否定文否定文否定文    
I donI donI donI don’’’’t playt playt playt play baseball.  私は野球をしません。 
I play baseball.を否定文にするには、動詞 playの前に do notをつけます。do notは短縮形にすると
don’tになります。 
I play baseball.  私は野球をします。 
I don’t play baseball.  私は野球をしません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
No, I donNo, I donNo, I donNo, I don’’’’t.t.t.t.    
◇ Do you ～?の疑問文に対して「いいえ、ちがいます」と答える言い方です。don’tは do notの短
縮形です。 

But But But But IIII play baseball. play baseball. play baseball. play baseball.    
◇ butは「しかし」という意味の逆接の接続詞です。 
I practice baseball with NaokiI practice baseball with NaokiI practice baseball with NaokiI practice baseball with Naoki after school after school after school after school....    
◇ practiceは「～を練習する」という意味の動詞です。 
◇ with は「～といっしょに」という意味で、with Naoki ならば「直樹といっしょに」という意味
になります。 

Do you play baseball, too?Do you play baseball, too?Do you play baseball, too?Do you play baseball, too?    
◇ 自分が野球をするのに対して「あなたも野球をしますか？」とたずねる文です。この文は「あな
たは野球もしますか？」という意味にもなり得ます。どちらの意味になるかは前後関係で判断しま
す。 

But I often watch baseball.But I often watch baseball.But I often watch baseball.But I often watch baseball.    
◇ watch は「～を見る」という意味の動詞で、スポーツのように動きのある物を見るときに使いま
す。watch baseballで「野球を見る」になります。 

◇ oftenは「しばしば」という意味で、頻度や回数が多いことを指すときに使います。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション(7)   (7)   (7)   (7)   発音発音発音発音のののの区区区区切切切切りりりり    
after school（放課後）、every day（毎日）のようなまとまった意味を持つ語句は、途中で切らずに
続けて発音します。逆に、息継ぎをする場合は、意味が切れるところで行うようにします。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Do you have a tennis racket? ---- No, I don’t. I don’t have a tennis racket. 
    (2) Do you like tennis? ---- No, I don’t. I don’t like tennis. 
    (3) Do you study English? ---- No, I don’t. I don’t study English. 
    (4) Do you play basketball? ---- No, I don’t. I don’t play basketball. 
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Unit 2-D  I have three books and two magazines in my bag. 
    

 

 
Words & Phrases    
heavy heavy heavy heavy !"2&C*(  形 重い   read read read read !4*0;(..動 読む 
bagbagbagbag.!@,9(  名 かばん   gogogogo.!9%'(..動 行く 
bookbookbookbook.!@'=(  名 本    totototo.!/'-./#-./'0(..前 ～へ  
andandandand.!,5;-.#5;(  接 ～と      librarylibrarylibrarylibrary.!$)&*@42>4*(..名 図書館 
magazine magazine magazine magazine !+,&9#FG05(..名 雑誌 
    
Practice    
１．例にならって、何を何個持っているかを言う文を作りなさい。 
（例）book (3) ⇒ I have three books. 
(1) bags (2)            
(2) notebooks (4)        
(3) balls (5)            
(4) pencils (7) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I read books every day. 
(1) 私は毎日雑誌を読みます。(magazines) 
(2) 私は毎日新聞を読みます。(*newspapers) 
(3) 私は毎日英語の本を読みます。(English books) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Do you often go to a library? 
(1) あなたはよく北海道に行きますか？ (Hokkaido) 
(2) あなたはよくアメリカに行きますか？ (America) 
(3) あなたはよくテニスの学校に行きますか？ (a tennis school) 
 
４．複数形の sに注意して発音しなさい。 
  magazines   bags   pencils   books   caps 
 

 
G:  You have a heavy bag. 
M:  Yes.  
    I have three books and two magazines in my bag. 
    I read books every day. 
G:  Do you often go to a library? 
M:  Yes, I do. 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
ジョージは大きなかば
んを持った美咲を見か
けました。 
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Unit 2-D        図書館図書館図書館図書館でででで読書読書読書読書 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
G: 重いかばんをもっているね。 
M: うん。かばんの中に、本３冊と雑誌２冊を持っているのよ。 
   毎日本を読むの。 
G: よく図書館へ行くの？ 
M: ええ、行くわ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(8)  (8)  (8)  (8)  名詞名詞名詞名詞のののの複数形複数形複数形複数形    
I have three booksthree booksthree booksthree books and two magazinestwo magazinestwo magazinestwo magazines in my bag. 
私はかばんの中に３冊の本と２冊の雑誌を持っています。 
「３冊の本」というときは、three booksとなります。「本」という意味の bookに sがつきます。こ
れを複数形といいます（これに対して sのつかない bookの形を単数形といいます）。同じように、１
冊の雑誌は a magazineですが、２冊の雑誌は two magazinesとなります。 
I have a book.  私は（１冊の）本を持っています。 
I have three books.  私は３冊の本を持っています。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
You have a heavy bag.You have a heavy bag.You have a heavy bag.You have a heavy bag.    
◇ heavy は「重い」という形容詞です。全体で「あなたは重いかばんを持っています」という意味
です。 

I have three books and two magazines I have three books and two magazines I have three books and two magazines I have three books and two magazines in my bag.in my bag.in my bag.in my bag.    
◇ A and Bは「Aと B」という意味です。three books and two magazinesで「３冊の本と２冊の雑
誌」となります。 

◇ inは「～の中に」という意味です。in my bagで「私のかばんの中に」となります。inのように
名詞などの前につける単語を前置詞といいます。 

I read books every day.I read books every day.I read books every day.I read books every day.    
◇ readは「～を読む」という意味の動詞です。 
◇ 読む本は１冊だけとはかぎらないので、booksと複数形にしています。 
Do you often Do you often Do you often Do you often go to a library?go to a library?go to a library?go to a library?    
◇ goは「行く」という意味の動詞です。 
◇ 「～へ行く」のように行先を言うときは、「～へ」という意味の前置詞 toをつけて go to a library
のようにします。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(1)  (1)  (1)  (1)  複数形複数形複数形複数形のののの ssssのののの発音発音発音発音    
bookのように、無声音（声の出ない音）で終わる名詞につける sは!3(と発音します。magazineのよ
うに、有声音（声の出る音）で終わる名詞につける sは!F(と発音します。 
有声音と無声音を区別するには、発音するときにのどに手を当ててみるとわかります。ふるえを感じ
れば有声音、感じなければ無声音です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I have two bags.   (2) I have four notebooks.   (3) I have five balls. 
    (4) I have seven pencils. 
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Unit 2-E  Exercises (2) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) You have a nice tennis racket. （Yes／Noで答える疑問文に） 
(2) I like basketball.  （否定文に） 
(3) I play tennis.  （否定文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) you like English? ---- (          ), I do. 
(2) Do (          ) have a dictionary? ---- No, I (          ). 
(3) Do (          ) play basketball? ---- No, I (          ) play basketball. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I (          )(          ) baseball. 
  私はしばしば野球を見ます。 
(2) Do you (          )(          )? 
  あなたはテニスが好きですか？ 
(3) I don’t (          )(          ) books. 
  私は英語の本を読みません。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) You have a very heavy dictionary. 
(2) Do you practice English every day? ---- Yes, I do. 
(3) I don’t go to a library after school. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1)あなたも野球をしますか？ ― いいえ、しません。でも私はよくバスケットボールをします。 
(2)あなたは英語を勉強しますか？ ― はい、します。 
(3)私は私のかばんの中に２冊の本と４冊の雑誌を持っています。 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          )(          ) , Ms. White. 
(2) I (          ) baseball (          ) Naoki after school. 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Ms. White: Good afternoon, Naoki. 
Naoki:    Good afternoon, Ms. White. 
Ms. White: You have a big bag. Do you have a dictionary? 
Naoki:    No, I don’t. I have three English books. 
Ms. White: Do you study English after school? 
Naoki:    Yes, I do. I like English. I read English books every day. 
Ms. White: Do you often go to a library? 
Naoki:    Yes, I do. 
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QUESTIONS（Naokiのつもりで答えなさい） 
(1) Do you have a dictionary? 
(2) Do you study English after school?  
(3) Do you like English? 
(4) Do you read English books every day? 
(5) Do you often go to a library? 
 
 

《《《《11111111 からからからから 20202020 までのまでのまでのまでの数字数字数字数字》》》》    

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 
  11     12      13      14      15  

sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty 
  16      17        18       19      20 

 
 
Words & Phrases    
eleven eleven eleven eleven !*$2&C#5(        名    形 11、11 個の        sixteen sixteen sixteen sixteen !3*=3/705(        名    形 16、16 個の 
twelve twelve twelve twelve !/B2$C(        名    形 12、12 個の        seventeen seventeen seventeen seventeen !32>C#5/705(        名    形 17、17 個の    
thirteen thirteen thirteen thirteen !D#04/705(        名    形 13、13 個の        eighteen eighteen eighteen eighteen !2*/705(        名    形 18、18 個の    
fourteen fourteen fourteen fourteen !?604/705(        名    形 14、14 個の        nineteen nineteen nineteen nineteen !5)*5/705(        名    形 19、19 個の    
fiffiffiffifteen teen teen teen !?G?/705(        名    形 15、15 個の        twenty twenty twenty twenty !/B2&5/*(        名    形 20、20 個の    
 
 
 
■英語で数字を覚える歌 
 
  英米で人気の童謡の絵本「マザー・グース」の中に、Ten Little Indians（10 人のインデアン）と
いう１から 10 までの数字が登場する歌があります。 
 
  Ten Little Indians 
 
  One little, two little, three little Indians 
  Four little, five little, six little Indians 
  Seven little, eight little, nine little Indians 
  Ten little Indian boys. 
 
  Ten little, nine little, eight little Indians 
  Seven little, six little, five little Indians 
  Four little, three little, two little Indians 
  One little Indian boy. 
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Unit 3  My Hometown 
 
Unit 3-A  This is my hometown. 
    

 

 
Words & Phrases    
How are you?  How are you?  How are you?  How are you?  お元気ですか？        hometownhometownhometownhometown    !"%&'+/)&'5(        名    住んでいる町 
fine fine fine fine !?)*5(        形    元気な            that that that that !<)/-.<#/(        代    あれは、それは    
badbadbadbad    !@,;(        形    悪い            station station station station !3/2&*:#5(        名    駅    
this this this this !<*3(        代    これは            usually usually usually usually !1'&0H'#$*(        副    たいてい    
is is is is !*F-.F(        動    ～である   use use use use !1'0F(        動    使う    
 
Practice    
１．例にならって「これは～です」という文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）my hometown ⇒ This is my hometown. 
(1) my book    
(2) a magazine    
(3) an *apple    
(4) a *table 
（注）apple りんご   table テーブル 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）That is Hachioji Station. 
(1) あれは南公園です。(Minami *Park) 
(2) あれは琵琶湖です。(*Lake Biwa) 
(3) あれは信濃川です。(Shinano *River) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you usually use Hachioji Station? 
(1) あなたはふだん辞書を使いますか？ (a dictionary) 
(2) あなたはふだんコンピューターを使いますか？ (a *computer) 
(3) あなたはふだんボールペンを使いますか？ (a *ball-point pen) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Hi, Helen.   Hello, Naoki.  
  Good afternoon, Ms. White.   Thank you, George. 

 
N:  Hi, Helen. How are you? 
H:  I’m fine, thank you. How are you? 
N:  Not bad. This is my hometown. 
    That is Hachioji Station. 
H:  Do you usually use Hachioji Station? 
N:  Yes, I do. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹がヘレンを自分の
住む町へ連れてきまし
た。 
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Unit 3  私私私私のののの町町町町 
 
Unit 3-A  私私私私のののの町町町町へようこそへようこそへようこそへようこそ 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: やあ、ヘレン。元気？ 
H: 私は元気よ。あなたは？ 
N: 元気だよ。これが僕の町だよ。 
   あれが八王子駅だよ。 
H: ふだん八王子駅を使うの？ 
N: うん。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(9)  (9)  (9)  (9)  指示代名指示代名指示代名指示代名詞詞詞詞 thisthisthisthis・・・・thatthatthatthatとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞 isisisis    
This isThis isThis isThis is my hometown.  これは私の町です。 
近い物を指して「これは～です」というときは This is ～.といいます。自分から遠い物を指して「あ
れは～です」または「それは～です」というときは That is ～.を使います。このように、主語が this
や thatのときの be動詞は isになります。主語による be動詞のちがいに注意してください。 
I am Yoshida Ayaka.  私は吉田綾香です。 
You are a student.  あなたは学生です。 
This is my hometown.  これは私の町です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
How are you?How are you?How are you?How are you?    
◇ 相手の調子をたずねる言い方ですが、人に会ったときのもっとも一般的な決まり文句です。 
IIII’’’’m fine, thank you.m fine, thank you.m fine, thank you.m fine, thank you.    
◇ fineは「元気な」という意味で、How are you?に対する普通の答え方です。「ありがとう」とい
う意味の thank youを添えることが多いです。  

How are you?How are you?How are you?How are you?    
◇ 相手に How are you?と聞かれ、聞き返す場合は、youを強く発音し「ところであなたは？」とい
う意味を込めます。 

Not bad.Not bad.Not bad.Not bad.    
◇ badは「悪い」という意味の形容詞で、Not bad.は How are you?と聞かれて「悪くありません」
と答えるときに使えます。 

This is my hometown.This is my hometown.This is my hometown.This is my hometown.    
◇ hometownは「（自分が今住んでいる）町」という意味の名詞です。 
That is Hachioji Station.That is Hachioji Station.That is Hachioji Station.That is Hachioji Station.    
◇ 「八王子駅」は Hachioji Stationとなり、駅名なので Stationも大文字で始めています。 
Do you usually use Do you usually use Do you usually use Do you usually use Hachioji Station?Hachioji Station?Hachioji Station?Hachioji Station?    
◇ usuallyは「ふだんは」という意味で、oftenよりも頻度が高いときに使う副詞です。 
◇ useは「～を使う」という意味の動詞です。 
    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(1)  (1)  (1)  (1)  呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ    
Hi, Helen.のように、あいさつの後に名前を呼びかけるときは、Hiを下がり調子で、Helenを上がり
調子で発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) This is my book.   (2) This is a magazine. 
    (3) This is an apple.   (4) This is a table. 
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Unit 3-B  Is this an art museum? 
 

 

 
Words & Phrases    
art art art art !)04/(        名    芸術    old old old old !%'$;(        形    古い 
museum museum museum museum !+1'!0(F7#+(        名    博物館  come come come come !=A+(        動    来る 
it it it it !*/(        代    それは    here here here here !"*#4(        副    ここに  
itititit’’’’s s s s !*/3(        ((it isの短縮形))   picture picture picture picture !E7=/:#4(        名    絵 
 
Practice    
１．例にならって「これは～ですか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対して
「はい」と答える文を作りなさい。 

（例）an art museum ⇒ Is this an art museum? ---- Yes, it is. It’s an art museum. 
(1) a picture    
(2) a magazine    
(3) a heavy bag    
(4) an English book 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you often come here? 
(1) あなたはよく京都駅に来ますか？ (to Kyoto Station) 
(2) あなたはよく私の町に来ますか？ (to my hometown) 
(3) あなたはよくサンフランシスコに来ますか？ (to *San Francisco) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I like pictures. 
(1) 私は英語の本が好きです。(English books) 
(2) 私は犬が好きです。(*dogs) 
(3) 私はりんごが好きです。(*apples) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Is this an art museum? 
  Do you often come here? 
  Are you in Class C? 
  Is that a picture? 
 

 
H:  Is this an art museum? 
N:  Yes, it is. 
    It’s an old museum. 
H:  Do you often come here? 
N:  Yes, I do. 
    I like pictures. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹がヘレンに町中を
案内しています。 
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Unit 3-B  町町町町のののの博物館博物館博物館博物館 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
H: これは美術館？ 
N: うん。これは古い美術館だよ。 
H: しょっちゅうここに来るの？ 
N: うん。僕は絵が好きなんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(10)  be(10)  be(10)  be(10)  be動詞動詞動詞動詞 isisisisのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Is thisIs thisIs thisIs this an art museum?  これは美術館ですか？ 
This is ～.や That is ～.の文を疑問文にするには、be動詞の疑問文なので主語と動詞（is）を入れ
替えます。 
This is an art museum.  これは美術館です。 
 
Is this an art museum?  これは美術館ですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Is this an art museum?Is this an art museum?Is this an art museum?Is this an art museum?    
◇ museumは「博物館」「記念館」という意味で、特に美術館と言うときは、「美術」という意味の

artをつけて art museumとします。 
Yes, it is.Yes, it is.Yes, it is.Yes, it is.    
◇ Is this ～?の疑問文に対して「はい、そうです」と答える言い方です。 
◇ it は、前に話題に出た物を受ける「それは」という意味の代名詞です。同じ「それは」でも、相
手の近くにあるものを指して「それは」という場合は thatを使うので、このちがいに注意してく
ださい。 

ItItItIt’’’’s an old museum.s an old museum.s an old museum.s an old museum.    
◇ it’sは it isの短縮形です。ここでも itは thisを指します。 
◇ oldは「古い」という意味の形容詞で、new（新しい）の反対語です。母音で始まるので、an old 

museumのように anを使います。 
Do you often come here?Do you often come here?Do you often come here?Do you often come here?    
◇ comeは「来る」という意味の動詞で、go（行く）と逆方向の動きを表します。 
◇ hereは「ここに」という意味です。come hereで「ここに来る」となります。「～へ行く」が go to 
～になるのと同様に、「～に来る」という場合は come to ～となりますが、hereには「～に」とい
う意味が含まれているので、come to hereとはなりません。 

I like pictures.I like pictures.I like pictures.I like pictures.    
◇ 「私は写真が好きです」という意味です。a pictureとすると一枚の写真が好きであることを意味
するのに対して、picturesと複数形にすると、一般に写真というものが好きであることを意味しま
す。 

    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(2)  Yes(2)  Yes(2)  Yes(2)  Yes／／／／NoNoNoNoでででで答答答答えるえるえるえる疑問文疑問文疑問文疑問文    
Is this an art museum?のように「～ですか？」とたずねる疑問文は、上がり調子で発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Is this a picture? ---- Yes, it is. It’s a picture. 
    (2) Is this a magazine? ---- Yes, it is. It’s a magazine. 
    (3) Is this a heavy bag? ---- Yes, it is. It’s a heavy bag. 
    (4) Is this an English book? ---- Yes, it is. It’s an English book. 
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Unit 3-C  It isn’t a bank. 
 

 

 
Words & Phrases    
towntowntowntown    !/)'5(        名    町    buy buy buy buy !@)*(        動    買う    
office office office office !6&0?*3(        名    事務所            stamp stamp stamp stamp !3/,+E(        名    切手    
isnisnisnisn’’’’t t t t !7F5/(        ((is notの短縮形))        there there there there !<I#4-.<#4(        副    そこに、あそこに    
bank bank bank bank !@,8=(        名    銀行   some some some some !3A+-.3#+(        形    いくらかの 
post post post post !E%'3/(        名    郵便            foreign foreign foreign foreign !?6&04*5(        形    外国の    
always always always always !6&0$B*F(        副    いつも                
 
Practice    
１．例にならって「あれは～ですか」とたずねる疑問文を作りなさい。また、それに対して「い
いえ」と答える文を作りなさい。 

（例）a bank ⇒ Is that a bank? ---- No, it isn’t a bank. 
(1) a post office 
(2) a school    
(3) Tokyo Station    
(4) an old library 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I always buy stamps there. 
(1) 私はいつもそこで本を買います。(books) 
(2) 私はいつもそこでケーキを買います。(*cakes) 
(3) 私はいつもそこでカセット・テープを買います。(*cassette tapes) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I have some stamps. 
(1) 私は何冊かの雑誌を持っています。(magazines) 
(2) 私は何本かの鉛筆を持っています。(*pencils) 
(3) 私は何枚かのはがきを持っています。(*postcards) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  It is a bank.   It isn’t a bank. 
  I like tennis.   I don’t like tennis. 
 

 
H:  Is that a town office? 
N:  No, it isn’t. It’s a bank. 
H:  Is that a bank, too? 
N:  No, it isn’t a bank. It’s a post office. 
    I always buy stamps there. 
    I have some foreign stamps, too. 
 

H: ヘレン  N: 直樹 
ヘレンが興味深そうに
町を見ています。 
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Unit 3-C        銀行銀行銀行銀行とととと郵便局郵便局郵便局郵便局 
 

H: ヘレン  N: 直樹 
H: あれは町役場？ 
N: ううん、あれは銀行だよ。 
H: あれも銀行？ 
N: いや、銀行ではないよ。あれは郵便局だよ。 
   僕はいつもあそこで切手を買うよ。 
   外国の切手も何枚か持っているんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(11)  be(11)  be(11)  be(11)  be動動動動詞詞詞詞 isisisisのののの否定文否定文否定文否定文    
It isnIt isnIt isnIt isn’’’’tttt a bank.  それは銀行ではありません。 
isの後に notを入れると「～ではありません」という否定文になります。is notには isn’tという短
縮形があります。 
It is a bank.  それは銀行です。 
It is not a bank.  それは銀行ではありません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Is that a town office?Is that a town office?Is that a town office?Is that a town office?    
◇ That is ～.の疑問文で「あれは～ですか？」という意味になります。 
◇ townは「町」、officeは「事務所」という意味で、このふたつの名詞をつなげて town officeとす
ると「町役場」という意味になります。 

No, it isnNo, it isnNo, it isnNo, it isn’’’’t.t.t.t.    
◇ Is this ～?または Is that ～?の疑問文に対して「いいえ、ちがいます」と答える言い方です。 
◇ itは、前に話題に出たものを受ける「それは」という意味の代名詞です。ここでは thatを指して
います。 

ItItItIt’’’’s a post office.s a post office.s a post office.s a post office.    
◇ postは「郵便」、officeは「事務所」という意味で、このふたつの名詞をつなげて post officeとす
ると「郵便局」という意味になります。 

I always buy stamps there.I always buy stamps there.I always buy stamps there.I always buy stamps there.    
◇ buyは「～を買う」という意味の動詞です。 
◇ alwaysは「いつも、必ず」という意味です。 
◇ thereは話し手から遠い場所を指して「そこで」「あそこで」というときに使います。 
I have some foreign stamps, too.I have some foreign stamps, too.I have some foreign stamps, too.I have some foreign stamps, too.    
◇ someは、two、three、fourなどの数を示す単語の代わりに使われ、「いくつかの」という意味に
なります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(3)  (3)  (3)  (3)  否定文否定文否定文否定文    
It isn’t a bank.のような「～しません」「～ではありません」という否定文は、下がり調子で発音し
ます。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Is that a post office? ---- No, it isn’t a post office. 
    (2) Is that a school? ---- No, it isn’t a school. 
    (3) Is that Tokyo Station? ---- No, it isn’t Tokyo Station. 
    (4) Is that an old library? ---- No, it isn’t an old library. 
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Unit 3-D  These are beautiful flowers. 
    

 

 
Words & Phrases    
flower flower flower flower !?$)&'#4(        名    花            beautiful beautiful beautiful beautiful !@1'&0/#?#$(        形    美しい    
shop shop shop shop !:)E(        名    店                rose rose rose rose !4%'F(        名    バラ    
love love love love !$AC(        動    愛する            those those those those !<%'F(        代    あれらは、それらは    
cosmos cosmos cosmos cosmos !=)&F+#3(        名    コスモス        daisy daisy daisy daisy !;2&*F*(        名    ひなぎく    
these these these these !<*0F(        代    これらは    
 
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you like flowers? 
(2) Do you love cosmoses? 
    
Practice    
１．例にならって「これらは～です」という文を作りなさい。 
（例）a beautiful flower ⇒ These are beautiful flowers. 
(1) a cosmos    
(2) a stamp    
(3) a new book    
(4) an old picture 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I love flowers. 
(1) 私は熊が大好きです。(*bears) 
(2) 私はトマトが大好きです。(*tomatoes) 
(3) 私はバナナが大好きです。(*bananas) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Those are daisies. 
(1) あれらはバラです。(roses) 
(2) あれらはチューリップです。(*tulips) 
(3) あれらはパンジーです。(*pansies) 
 
４．複数形の s、esに注意して言いなさい。 
  cosmoses   classes   offices   roses    
 

 
N:  This is a flower shop. 
    Do you like flowers? 
H:  Yes, I love cosmoses. 
N:  Oh! These are beautiful flowers. 
H:  These are roses. 
    Those are daisies. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
ヘレンと直樹は花屋の
前にいます。 
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Unit 3-D        花屋花屋花屋花屋でででで 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: これは花屋だよ。 
   花は好き？ 
H: ええ、私はコスモスが大好き。 
N: わあ、これらは美しい花だ。 
H: これらはバラよ。 
   あれらはひなぎくよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(12)  (12)  (12)  (12)  指示代名詞指示代名詞指示代名詞指示代名詞 thesethesethesethese・・・・thosethosethosethose    
These areThese areThese areThese are beautiful flowers.  これらは美しい花です。 
近くにある複数形の名詞を指して「これらは～です」と言うには、thisの複数形である theseを使っ
て These are ～.とします。自分から遠くにあるものを指して「あれらは～です」、「それらは～です」
と言うときは、thatの複数形である thoseを使って Those are ～.になります。 
This is a flower.  これは花です。 
That is a flower.  あれは花です。 
These are flowers.  これらは花です。 
Those are flowers.  あれらは花です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you like flowers?Do you like flowers?Do you like flowers?Do you like flowers?    
◇ flowersは flower（花）の複数形です。    
Yes, I lovYes, I lovYes, I lovYes, I love cosmoses.e cosmoses.e cosmoses.e cosmoses.    
◇ loveは「～を愛する」「～が非常に好きである」という意味の動詞です。likeと同じように、複数
形の名詞が後に来ることが多いです。 

◇ cosmos（コスモス）のように s で終わる名詞は、es をつけて複数形にします。ほかにも、o、x、
ch、shで終わる名詞の場合も、esをつけて複数形にします。 

These are roses.These are roses.These are roses.These are roses.    
◇ rosesは rose（バラ）の複数形です。 
Those are daisies.Those are daisies.Those are daisies.Those are daisies.    
◇ daisy（ひなぎく）の複数形は daisies です。このように、子音＋y で終わる名詞の複数形は、y
を i に変えて es をつけます。複数形の作り方については、巻末資料「名詞の複数形の作り方」に
まとめてありますので参照してください。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(2)  s(2)  s(2)  s(2)  s、、、、esesesesのののの発音発音発音発音がががが!*F(!*F(!*F(!*F(となるとなるとなるとなる場合場合場合場合    
cosmos、roseのように!3(や!F(の発音で終わる単語につく複数形の s、esは!*F(と発音します。その他、
!:(、!/:(、!;H(で終わる単語の場合も、複数形の s、esは!*F(と発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) Yes, I do. 
《Questionsの解答について》 
ここに掲載した解答は一例にすぎません。(1)は、Yes.のようにさらに短い答え方もあれば、Yes, I do. 
I like flowers.と長く答えることもできます。 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) These are cosmoses.   (2) These are stamps. 
    (3) These are new books.   (4) These are old pictures. 
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Unit 3-E  Exercises (3) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) This is an art museum.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(2) That is a cosmos.  （否定文に） 
(3) It’s a school. （否定文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) this a stamp? ---- Yes, (          ) is. 
(2) (          ) that a rose? ---- No, it (          ). 
(3) (          ) this a tennis racket? ---- No, it (          ) a tennis racket. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I (          )(          ) books there. 
  私はいつもそこで本を買います。 
(2) Do you (          )(          ) a dictionary? 
  あなたはふだん辞書を使いますか？ 
(3) This is (          )(          ) magazine. 
  これは古い雑誌です。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) These are foreign stamps. 
(2) Is that a flower shop? ---- Yes, it is. 
(3) Is this a rose? ---- No, it isn’t. It’s a daisy. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1)これは横浜駅です。 
(2)あれは郵便局ですか？ ― いいえ、ちがいます。銀行です。 
(3)あれらは美しい絵です。 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          ) are you? ---- I’m (          ), thank you. 
(2) This is (          )(          ). 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Ayaka: This is my hometown. 
George: It’s a nice town. 
Ayaka: Thank you. 
George: Is this a school? 
Ayaka: No, it isn’t. It’s an art museum. 
George: Do you often come here? 
Ayaka: Yes, I do. I love pictures. 
George: Is that Hachioji Station? 
Ayaka: Yes, it is. 
George: Do you usually use Hachioji Station? 
Ayaka: No, I don’t. I always go to Mejirodai Station. 
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George: Is that a flower shop? 
Ayaka: Yes, it is. I often buy roses there. 
George: Do you usually buy daisies, too? 
Ayaka: No, I don’t. I don’t like daisies. 
 
QUESTIONS（Ayakaのつもりで質問に答えなさい） 
(1) Do you often come to an art museum? 
(2) Do you love pictures? 
(3) Do you usually use Hachioji Station? 
(4) Do you often buy roses? 
(5) Do you like daisies? 
 
 

《《《《21212121 からからからから 100100100100 までのまでのまでのまでの数字数字数字数字》》》》    

twenty-one, twenty-two, twenty-three, thirty, forty, 
    21         22           23        30   40  

fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred 
 50   60    70      80     90       100 

 
 
Words & Phrases    
thirty thirty thirty thirty !D#&04/*(        名    形 30、30 個の        seventy seventy seventy seventy !32&C#5/*(        名    形 70、70 個の    
forty forty forty forty !?6&04/*(        名    形 40、40 個の        eighty eighty eighty eighty !2&*/*(        名    形 80、80 個の    
fifty fifty fifty fifty !?7?/*(        名    形 50、50 個の        ninety ninety ninety ninety !5)&*5/*(        名    形 90、90 個の    
sixty sixty sixty sixty !37=3/*(        名    形 60、60 個の        hundred hundred hundred hundred !"A&5;4#;(        名    形 100、100 個の    
 
 
 
■体の部分の名前を覚える歌 
 
  head（頭）、shoulder（肩）、knee（ひざ）、toe（つま先）、eye（目）、ear（耳）、mouth（口）、
nose（鼻）という体の部分を並べた歌があります。歌いながらその部分をさわっていくことによって、
名称が覚えられます。 
 
  Head, shoulders, knees and toes, 
  Knees and toes, 
  Head, shoulders, knees and toes, 
  Knees and toes, 
  And eyes, and ears and mouth and nose, 
  Head, shoulders, knees and toes, 
  Knees and toes. 
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Unit 4  My House 
 
Unit 4-A  The black bicycle is new. 
    

 

 
Words & Phrases    
house house house house !")'3(        名    家            black black black black !@$,=(        形    黒い    
garden garden garden garden !9)&04;5(        名    庭            white white white white !"B)*/(        形    白い    
your your your your !1'#4-.1#4(        代    あなたの         small small small small !3+60$(        形    小さい    
bicycle bicycle bicycle bicycle !@)&*3*=$(        名    自転車            so so so so !3%'(        接    だから    
the the the the !<#-.<*-.<*0(        形    その ((定冠詞))        ride ride ride ride !4)*;(        動    乗る    
 
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you have two bicycles?   (2) Do you ride the white bicycle? 
 
Practice    
１．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I have a black bicycle. It’s new. I have a white bicycle, too. It’s very small. 
  ⇒ I have two bicycles. The black bicycle is new. The white bicycle is very small. 
(1) I have a black pen. It’s new. I have a *red pen, too. It’s old. 
(2) I have a black *dog. It’s *young. I have a white dog, too. It’s old.  
(3) I have a black racket. It’s new. I have a white racket, too. It’s old. 
(4) I have a black cup. It’s very old. I have a white cup, too. It’s new. 
（注）red 赤い   dog 犬   young 若い   cup コップ 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Are those your bicycles? 
(1) あれらはあなたのかばんですか？ (bags)   (2) あれらはあなたの人形ですか？ (*dolls) 
(3) あれらはあなたのアルバムですか？ (*albums) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）So I don’t ride the white bicycle. 
(1) だから私はその黒いオートバイには乗りません。(black *motorcycle) 
(2) だから私はその赤いスクーターには乗りません。(*red *scooter) 
(3) だから私はその青い三輪車には乗りません。(*blue *tricycle) 
 
４．ゆっくり発音する部分と早く発音する部分に注意して言いなさい。 
  The white bicycle is very small.   I have two books and three magazines in my bag. 

 
N:  This is my house. 
H:  That is a beautiful garden. 
    Are those your bicycles? 
N:  Yes, I have two bicycles. 
    The black bicycle is new. 
    The white bicycle is very small. 
    So I don’t ride the white bicycle. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹の家の前に着きま
した。道から庭が見えま
す。
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Unit 4  私私私私のののの家家家家 
 
Unit 4-A  庭庭庭庭のののの自転車自転車自転車自転車 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: これは僕の家だよ。 
H: あれは美しい庭ね。 
   あれはあなたの自転車なの？ 
N: うん、自転車を２台持っているんだ。 
   黒い自転車は新しいよ。 
   白い自転車はとても小さいんだ。 
   だから、僕は白い自転車には乗らない。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(13)  (13)  (13)  (13)  定冠詞定冠詞定冠詞定冠詞 thethethetheのののの用法用法用法用法    
TheTheTheThe black bicycle is new.  黒い自転車は新しいです。 
初めて話題にのぼった単数の名詞（不特定の名詞といいます）に aや anをつけるのに対して、一度
話題になったもの（特定の名詞といいます）を指すときには、名詞に the をつけます。a、an、the
を冠詞といい、a、anを不定冠詞、theを定冠詞といいます。 
I have a bicycle.  私は自転車を持っています。 
I like the bicycle.  私はその自転車が好きです。（直前に話題になった特定の自転車を指している） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Are those your bicycles?Are those your bicycles?Are those your bicycles?Are those your bicycles?    
◇ Those are ～.（あれらは～です）を疑問文にするときは、be動詞の疑問文なので主語と動詞を入
れ替えて Are those ～.とします。 

◇ your は「あなたの」という意味です。my（私の）と同様に、単数の名詞につく場合でも a など
の冠詞をつけません。    

Yes, I have two bicycles.Yes, I have two bicycles.Yes, I have two bicycles.Yes, I have two bicycles.    
◇ Are those ～?に対して Yesと答えています。長い答え方は Yes, they are.ですが、これについて
は Unit 7-Dで習います。 

So I donSo I donSo I donSo I don’’’’t ride the white bicycle.t ride the white bicycle.t ride the white bicycle.t ride the white bicycle.    
◇ Soは「だから」という意味の接続詞です。 
◇ rideは「（自転車など）に乗る」という意味の動詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(1)  (1)  (1)  (1)  強強強強いいいい部分部分部分部分はははは長長長長くゆっくりとくゆっくりとくゆっくりとくゆっくりと発音発音発音発音    
強く発音する部分は、長くゆっくり発音します。逆に、弱く発音する部分は早く発音します。The black 
bicycle is new.という文では、強く発音する black、bicycle、newを長めに、弱く発音する theと is
を短めに言います。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) No, I don’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I have two pens. The black pen is new. The red pen is old. 
    (2) I have two dogs. The black dog is young. The white dog is old. 
    (3) I have two rackets. The black racket is new. The white racket is old. 
    (4) I have two cups. The black cup is very old. The white cup is new. 
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Unit 4-B  What do you have for breakfast? 
    

 

 
Words & Phrases    
kitchen kitchen kitchen kitchen !=7/:*5(        名    台所            what what what what !"B)/(        代    何    
make make make make !+2*=(        動    作る            for for for for !?604-.?#4(        前    ～のために    
dinner dinner dinner dinner !;75#4(        名    夕食、主要な食事        bread bread bread bread !@42;(        名    パン    
sometimes sometimes sometimes sometimes !3A&+/)>*+F(        副    ときどき        drink drink drink drink !;4*8=(        動    飲む    
breakfast breakfast breakfast breakfast !@42&=?#3/(        名    朝食        milk milk milk milk !+*$=(        名    牛乳    
 
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you usually make dinner?   (2) What do you drink for breakfast? 
 
Practice    
１．例にならって「あなたは何を～しますか？」という文を作りなさい。また、それに対する
答えの文を作りなさい。 

（例）have bread for breakfast. 
⇒ What do you have for breakfast? ---- I have bread for breakfast. 
(1) use a tennis racket 
(2) buy stamps at the post office 
(3) play baseball after school 
(4) read magazines every day 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I sometimes make breakfast. 
(1) 私はときどき夕食を作ります。(dinner) 
(2) 私はときどき昼食を作ります。(*lunch) 
(3) 私はときどき日本食を作ります。(*Japanese *food) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I drink milk. 
(1) 私はコーヒーを飲みます。(*coffee) 
(2) 私は紅茶を飲みます。(*tea) 
(3) 私は水を飲みます。(*water) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  What do you like? 
  What do you study after school? 

 
N:  This is a kitchen. 
H:  Do you usually make dinner? 
N:  No, but I sometimes make breakfast. 
H:  What do you have for breakfast? 
N:  I have bread. 
H:  What do you drink? 
N:  I drink milk. 
 N: 直樹  H: ヘレン 

直樹の家の台所にいま
す。 
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Unit 4-B  台所台所台所台所でででで 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: ここが台所だよ。 
H: ふだんあなたは夕食を作るの？ 
N: いや。でもときどき朝食を作る。 
H: 朝食に何を食べるの？ 
N: パンを食べるよ。 
H: 何を飲むの？ 
N: 牛乳を飲む。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(1)  (1)  (1)  (1)  疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whatwhatwhatwhatとととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
WhatWhatWhatWhat do you have for breakfast?  朝食に何を食べますか？ 
「あなたは何を～しますか？」という疑問文を作るときは、「何を」という意味の what で文を始め
ます。whatの後は、Yes／Noで答える疑問文と同じように、do you haveのような語順になります。 
Do you have bread?  あなたはパンを食べますか？ 
 
What do you have?  あなたは何を食べますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you usually make dinner?Do you usually make dinner?Do you usually make dinner?Do you usually make dinner?    
◇ makeは「～を作る」という意味の動詞です。 
◇ dinnerは「夕食」という日本語をあてはめることが多いですが、正確には、１日のうちで一番ご
ちそうが出る食事という意味になります。    

No, bNo, bNo, bNo, but I sometimes make breakfast.ut I sometimes make breakfast.ut I sometimes make breakfast.ut I sometimes make breakfast.    
◇ sometimesは「ときどき」という意味です。 
◇ ここまで頻度を表す４つの副詞を習いました。順番に並べると、always（いつも）→usually（ふ
だんは）→often（しばしば）→sometimes（ときどき）となります。 

What do you have for breakfast?What do you have for breakfast?What do you have for breakfast?What do you have for breakfast?    
◇ haveは「～を持っている」という意味ですでに習いましたが、ここでは「～を食べる」という意
味で使われています。 

◇ for breakfastの forは「～のために」という意味の前置詞です。 
What do you driWhat do you driWhat do you driWhat do you drink?nk?nk?nk?    
◇ drinkは「～を飲む」という意味の動詞です。 
IIII drink milk. drink milk. drink milk. drink milk.    
◇ milkは「牛乳」という数えられない名詞で、aや複数形の sをつけません。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(4)  what(4)  what(4)  what(4)  whatでででで始始始始まるまるまるまる文文文文    
whatで始まる文は、疑問文であっても下がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, I don’t.   (2) I drink milk. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What do you use? ---- I use a tennis racket. 
    (2) What do you buy at the post office? ---- I buy stamps at the post office. 
    (3) What do you play after school? ---- I play baseball after school. 
    (4) What do you read every day? ---- I read magazines every day. 
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Unit 4-C  What is that on the left desk? 
    

 

 
Words & Phrases    
room room room room !4'!0(+(        名    部屋            computer computer computer computer !=#+E1'&0/#4(        名    コンピューター    
desk desk desk desk !;23=(        名    机                game game game game !92*+(        名    ゲーム    
chair chair chair chair !/:I#4(        名    いす            write write write write !4)*/(        動    書く    
on on on on !)5(        前    ～の上に            eeee----mail mail mail mail !70+2*$(        名    Ｅメール    
left left left left !$2?/(        形    左の                friend friend friend friend !?425;(        名    友達    
 
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you play computer games every day?   (2) Do you write e-mails to your friends? 
 
Practice    
１．例にならって「～は何ですか？」とたずねる文を作りなさい。また、それに対して答える
文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）this, a computer ⇒ What is this? ---- It’s a computer. 
(1) this, a desk    
(2) that, a chair 
(3) this, a bicycle    
(4) that, an *iron 
（注）iron アイロン 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What is that on the desk? 
(1) いすの上のあれは何ですか？ (chair)    
(2) テーブルの上のあれは何ですか？ (*table) 
(3) たなの上のあれは何ですか？ (*shelf) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What do you do with the computer? 
(1) あなたはそのボールで何をしますか？ (*ball) 
(2) あなたはその棒で何をしますか？ (*stick) 
(3) あなたはその縄で何をしますか？ (*rope) 
 
４．複数形の sに注意して言いなさい。 
  I play tennis with my friends.   I have two tennis rackets.   

 
N:  This is my room. 
H:  Oh, you have two desks and two chairs. 
    What is that on the left desk? 
N:  It’s a computer. 
H:  Do you play computer games every day? 
N:  No, I don’t play computer games. 
H:  What do you do with the computer? 
N:  I write e-mails to my friends. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹の部屋に来ました。
コンピュータが置いて
あります。 
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Unit 4-C  部屋部屋部屋部屋ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピューターーーー 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: これが僕の部屋だよ。 
H: あら、机２個といすが２個あるんだ。 
   左の机の上の、あれは何？ 
N: あれはコンピューターだよ。 
H: 毎日コンピューターのゲームをするの？ 
N: ううん、コンピューターのゲームはしないよ。 
H: コンピューターで何をするの？ 
N: 友達にＥメールを書くんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(2)  (2)  (2)  (2)  疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whatwhatwhatwhatとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
WhatWhatWhatWhat is that on the left desk?  左の机の上にあるあれは何ですか？ 
「～は何ですか？」という疑問文を作るには、what を使って What is ～?とします。what の後は
be動詞＋主語という疑問文の語順になります。 
Is that a computer?  あれはコンピューターですか？ 
 
What is that?  あれは何ですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What is that on the left desk?What is that on the left desk?What is that on the left desk?What is that on the left desk?    
◇ onは「～の上に」という意味の前置詞です。on the left deskで「左の机の上に」となります。 
What do you do with the computerWhat do you do with the computerWhat do you do with the computerWhat do you do with the computer????    
◇ この文には doがふたつありますが、最初の doは疑問文を作るときの助動詞の doであるのに対し
て、２番目の doは「～をする」という意味の動詞です。What do you do?で「あなたは何をしま
すか？」という意味になります。 

◇ withは「～といっしょに」という意味ですでに習いましたが、ここでは「～を使って」という日
本語があてはまります。 

IIII write e write e write e write e----mails to my friends.mails to my friends.mails to my friends.mails to my friends.    
◇ writeは「～を書く」という意味の動詞です。write ～ to ･･･で「･･･に対して～を書く」という
意味になります。 

◇ e-mailは「電子メール」のことで、eが「電子（electric）」を指します。eと mailの間の棒は「ハ
イフン」と呼ばれ、ふたつの単語を合成するときなどに使います。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(3)  (3)  (3)  (3)  !/(!/(!/(!/(、、、、!;(!;(!;(!;(のののの後後後後のののの ssssのののの発音発音発音発音    
friendのように!;(で終わる名詞に sがつくとき、dと sが結びついて!;F(（日本語の「ヅ」の子音）
になります。また、studentのように!/(で終わる名詞の場合は、tと sが結びついて!/3(（日本語の「ツ」
の子音）になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, I don’t.   (2) Yes, I do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What is this? ---- It’s a desk. 
    (2) What is that? ---- It’s a chair. 
    (3) What is this? ---- It’s a bicycle. 
    (4) What is that? ---- It’s an iron. 
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Unit 4-D  Is that a mouse or a hamster? 
    

 

 
Words & Phrases    
living room  living room  living room  living room  居間                hamster hamster hamster hamster !",&+3/#4(        名    ハムスター    
sofa sofa sofa sofa !3%&'?#(        名    ソファー            cute cute cute cute !=1'0/(        形    かわいい    
good good good good !9';(        形    良い            pet pet pet pet !E2/(        名    ペット    
mouse mouse mouse mouse !+)'3(        名    ネズミ            cat cat cat cat !=,/(        名    猫    
or or or or !604-.#4(        接    または、それとも            
 
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you have a pet?   (2) Do you have a cat? 
 
Practice    
１．例にならって「Ａですか、それともＢですか？」と質問する文を作りなさい。また、それ
に対して「Ｂです」と答える文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）Is that a mouse? Is that a hamster? 
  ⇒ Is that a mouse or a hamster? ---- It’s a hamster. 
(1) Is this a chair? Is this a sofa? 
(2) Is that a *guitar? Is that a *violin? 
(3) Do you play baseball? Do you play basketball? 
(4) Do you use Hachioji Station? Do you use Tachikawa Station? 
（注）guitar ギター   violin バイオリン 
 
２．例にならって言い換えなさい。 
（例）This is a very good sofa. ⇒ This sofa is very good. 
(1) This is an old bicycle.   (2) This is a new desk. 
(3) This is a very nice kitchen. 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I have a cat. 
(1) 私はハムスターを飼っています。(a hamster) 
(2) 私は犬を飼っています。(a *dog) 
(3) 私は金魚を飼っています。(a *goldfish) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Is that a bank or a post office? 
  Is this a kitchen or a living room? 

 
N:  This is a living room. 
    This sofa is very good. 
H:  Is that a mouse or a hamster? 
N:  It’s a hamster. 
H:  It’s very cute. 
N:  Do you have a pet, Helen? 
H:  Yes, I have a cat. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
リビングに来ました。 
ペットがいます。 
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Unit 4-D  居間居間居間居間ののののハムスターハムスターハムスターハムスター 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: これが居間だ。 
   このソファーはとてもいいよ。 
H: あれはネズミ、それともハムスター？ 
N: ハムスターだよ。 
H: とてもかわいいわ。 
N: ヘレン、君はペットはいるの？ 
H: うん、猫を飼っている。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(3)  A or B(3)  A or B(3)  A or B(3)  A or Bのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Is that a mouse orororor a hamster?  あれはネズミですか、それともハムスターですか？ 
orは「それとも、または」という意味です。Is that a mouse or a hamster?は、「～はＡですか？そ
れともＢですか？」という「A or B」の形の疑問文です。 
Is that a mouse?  あれはネズミですか？ 
Is that a mouse or a hamster?  あれはネズミですか、それともハムスターですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
This is a living room.This is a living room.This is a living room.This is a living room.    
◇ living roomは「居間、リビング」という意味です。 
This sofa is very good.This sofa is very good.This sofa is very good.This sofa is very good.    
◇ Thisは「これは」という意味のほかに、後に名詞がついて「この」という意味にもなります。「こ
れは」という意味の Thisを使って言い換えると、This is a very good sofa.「これはとてもよいソ
ファーです」になります。 

Do you have a pet, Helen?Do you have a pet, Helen?Do you have a pet, Helen?Do you have a pet, Helen?    
◇ 「あなたはペットを持っていますか？」つまり「あなたにはペットがいますか？」という意味で
す。 

Yes, Yes, Yes, Yes, IIII have a cat. have a cat. have a cat. have a cat.    
◇ haveは、ここでは「～を飼っている」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(5)  A or B(5)  A or B(5)  A or B(5)  A or Bのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Ａ or Bの形の疑問文を言うときは、Ａの部分が上がり調子になり、or Bの部分が下がり調子になり
ます。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) Yes, I do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Is this a chair or a sofa? ---- It’s a sofa. 
    (2) Is that a guitar or a violin? ---- It’s a violin. 
    (3) Do you play baseball or basketball? ---- I play basketball. 
    (4) Do you use Hachioji Station or Tachikawa Station? ---- I use Tachikawa Station. 
２．(1) This bicycle is old. 
    (2) This desk is new. 
    (3) This kitchen is very nice. 
 
 
 



英語の正道 J1 01-001 39

Unit 4-E  Exercises (4) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) That is a mouse.  （a mouseが答えの中心になる疑問文に） 
(2) I play baseball.  （baseballが答えの中心になる疑問文に） 
(3) I usually study English after school.  （study Englishが答えの中心になる疑問文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          )(          ) you write? ---- I write e-mails. 
(2) (          )(          ) this? ---- It’s a computer. 
(3) (          ) that a bank (          ) a town office? ---- It’s a bank. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Is that (          )(          )? 
  あれはあなたの家ですか？ 
(2) I have a (          ) in my (          ). 
  私は自分の部屋の中にソファーを持っています。 
(3) (          ) cat is (          ). 
  この猫はかわいいです。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) I always have bread for breakfast. 
(2) I have two chairs. The white chair is very small. 
(3) What is this? ---- It’s a bicycle. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1)あなたはときどきＥメールを書きますか？ 
(2)あなたはふだん何を買いますか？ 
(3)これは台所ですか、それとも居間ですか？ 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Do you (          ) a (          ), Helen? 
(2) I don’t (          ) computer (          ). 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
George: Hi, Helen. 
Helen:  Hi, George. How are you? 
George: I’m fine thank you. How are you? 
Helen:  Fine. 
George: What do you have in your bag? 
Helen:  I have a tennis racket in my bag. 
George: Is it a new racket or an old racket? 
Helen:  It’s a new racket. 
George: Is it your racket? 
Helen:  Yes it is. It’s a very good racket. I usually play tennis with my friends after school. 
George: Do you practice tennis every day? 
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Helen:  Yes, I do. 
George: Do you play tennis with Misaki, too? 
Helen:  No, I don’t. I don’t play tennis with Misaki. 
 
QUESTIONS（Helenのつもりで答えなさい） 
(1) What do you have in your bag? 
(2) Do you have a new racket or an old racket? 
(3) What do you usually do after school? 
(4) What do you practice every day? 
(5) Do you play tennis with Misaki? 
 
 

《《《《１１１１からからからから 10101010 までのまでのまでのまでの序数序数序数序数》》》》    

first, second, third, fourth, fifth, sixth,  
第１の 第２の 第３の 第４の 第５の 第６の 

seventh, eighth, ninth, tenth 
第７の 第８の 第９の 第 10 の 

 
 
Words & Phrases    
first first first first !?#043/(        名    形 第１（の）     sixth sixth sixth sixth !3*=3D(        名    形 第６（の）    
second second second second !32&=#5;(        名    形 第２（の）        seventh seventh seventh seventh !32&C#5D(        名    形 第７（の）    
third third third third !D#04;(        名    形 第３（の）        eighteighteighteighth h h h !2*/D(        名    形 第８（の）    
fourth fourth fourth fourth !?604D(        名    形 第４（の）        ninth ninth ninth ninth !5)*5D(        名    形 第９（の）    
fifth fifth fifth fifth !?*?D(        名    形 第５（の）        tenth tenth tenth tenth !/25D(        名    形 第 10（の）    
 
 
 
■動物の鳴き声 
 
  動物の鳴き声の表し方は、英語と日本語でちがいます。 
次の鳴き声はどの動物のものか考えてみてください。 
 
(A) Bow-wow.   (B) Meow, meow.   (C) Baa, baa.   (D) Oink, oink 
(E) Squeak, squeak.   (F) Moo, moo.   (G) Cock-a-doodle-doo. 
 
選択肢：1. cat（猫）   2. mouse（ネズミ）   3. dog（犬）   4. cock（にわとり） 
        5. cow（牛）   6. pig（豚）   7. sheep（羊） 
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Unit 5  My Family 
 
Unit 5-A  He is my friend. 
    

 

 
Words & Phrases    
he he he he !"*0-."*(        代    彼は            name name name name !52*+(        名    名前    
she she she she !:*0-.:*(        代    彼女は            college college college college !=)&$*;H(        名    大学    
sister sister sister sister !373/#4(        名    姉妹            high high high high !")*(        形    高い    
 
Questions（Ｂのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What is your name?   (2) Are you a high school student? 
 
Practice    
１．例にならってふたりを紹介する文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Naoki is my friend. Betty is my big sister. 
⇒ Betty, this is Naoki. He is my friend. Naoki, this is Betty. She is my big sister. 
(1) Takuya is my friend. Helen is my classmate. 
(2) George is my classmate. Bob is my *little brother. 
(3) John is my *big brother. Paul is my friend.  
(4) Alice is my *little sister. Misaki is my classmate. 
（注）little brother 弟   big brother 兄   little sister 妹 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）My name is Betty Davis. 
(1) 私の名前はヘレン・デービスです。(Helen Davis) 
(2) 私の名前はジョージ・スミスです。(George Smith) 
(3) 私の名前は高橋美咲（たかはしみさき）です。(Takahashi Misaki) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I go to high school. 
(1) 私は大学に通っています。(college) 
(2) 私は中学校に通っています。(*junior high school) 
(3) 私は小学校に通っています。(*elementary school) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Takuya, this is my hometown. 
  Helen, I have a new book. 

 
H:  Betty, this is Naoki. He is my friend. 
    Naoki, this is Betty. She is my big sister. 
N:  Hello. My name is Suzuki Naoki. 
B:  Hello. My name is Betty Davis. 
N:  Do you go to college? 
B:  No, I go to high school. 
 

H: ヘレン   N: 直樹 
B: ベティー 
ヘレンが直樹に姉のベ
ティーを紹介していま
す。 
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Unit 5  私私私私のののの家族家族家族家族 
 
Unit 5-A  姉姉姉姉をををを友達友達友達友達にににに紹介紹介紹介紹介するするするする 
 

H: ヘレン  N: 直樹  B: ベティー 
H: ベティー、こちらは直樹君。彼は私の友達です。 
   直樹、こちらはベティー。彼女は私の姉です。 
N: こんにちは。僕の名前は鈴木直樹です。 
B: こんにちは。私の名前はベティー・デービスです。 
N: あなたは大学へ通っているのですか？ 
B: いいえ、私は高校へ通っています。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(14)  (14)  (14)  (14)  ３３３３人称単数人称単数人称単数人称単数のののの主語主語主語主語とととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
He isHe isHe isHe is my friend.  彼は私の友達です。 
男性を指して「彼は～です」というときは、He is ～.とします。女性を指して「彼女は～です」とい
うときは、She is ～.とします。He is my friend.で「彼は私の友達です」となります。 
be 動詞の「人称」による変化についてまとめておきましょう。話し手である自分を１人称、話し相
手を２人称といいます。そして自分と話し相手以外のすべての人・物を３人称といいます。 
I am a student.  （１人称） 
You are a student.  （２人称） 
He is a student.   She is a student.   It is a bank.  （３人称） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
BeBeBeBetty, this is Naoki.tty, this is Naoki.tty, this is Naoki.tty, this is Naoki.    
◇ this is ～は「これは～です」と同じ使い方ですが、人を指して「こちらは～です」と言うときに
も使います。 

She is my big sister.She is my big sister.She is my big sister.She is my big sister.    
◇ sisterは「姉妹」という意味で、年上か年下かをあまり問題にしない英語圏の人は、単に She is my 

sister.というのが普通です。日本語の「姉」のように年上の姉妹を表すには、「大きい」という意
味の bigをつけて big sisterとします。 

My name is Suzuki Naoki.My name is Suzuki Naoki.My name is Suzuki Naoki.My name is Suzuki Naoki.    
◇ 自分の名前を言う言い方で、I’m Suzuki Naoki.と言ってもかまいません。 
Do you go to college?Do you go to college?Do you go to college?Do you go to college?    
◇ go to ～は「～へ行く」という意味ですが、後に学校がつくと、「毎日～へ通う」という意味にな
ります。この場合は、collegeには aや theをつけません。 

No, I go to high school.No, I go to high school.No, I go to high school.No, I go to high school.    
◇ highは「高い」という形容詞で、high schoolで「高等学校」の意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(6)  (6)  (6)  (6)  呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ＋＋＋＋文文文文    
Naoki, this is Betty.のように、まず名前を呼びかけてから文を言うときは、Naokiを上がり調子で、
this is Bettyを下がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) My name is Betty Davis.   (2) Yes, I am. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Helen, this is Takuya. He is my friend. Takuya, this is Helen. She is my classmate. 
    (2) Bob, this is George. He is my classmate. George, this is Bob. He is my little brother. 
    (3) Paul, this is John. He is my big brother. John, this is Paul. He is my friend.  
    (4) Misaki, this is Alice. She is my little sister. Alice, this is Misaki. She is my classmate. 
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Unit 5-B  Is this man your father? 
    

 

 
Words & Phrases    
of of of of !)C-.#C(        前    ～の            handsome handsome handsome handsome !",&53#+(        形    美男子の    
family family family family !?,&+#$*(        名    家族            actor actor actor actor !,&=/#4(        名    俳優    
man man man man !+,5(        名    男性            worker worker worker worker !B#&04=#4(        名    働く人    
father father father father !?)&0<#4(        名    父            his his his his !"*F(        代    彼の    
hehehehe’’’’s s s s !"*0F-."*F(        ((he isの短縮形))        company company company company !=A&+E#5*(        名    会社    
 
Questions（Ｍのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is your father an office worker? 
(2) Is your father an actor? 
    
Practice    
１．例にならって言いなさい。 
（例）He is an actor. (No) ⇒ Is he an actor? ---- No, he isn’t. 
(1) She is a student. (Yes)    
(2) Susie is from Britain. (No) 
(3) He is in Class A. (Yes)    
(4) Naoki is your classmate. (No) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He isn’t an actor. 
(1) 彼は会社員ではありません。(an office worker) 
(2) 彼は科学者ではありません。(a *scientist) 
(3) 彼は大工ではありません。(a *carpenter) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What is the name of his company? 
(1) 彼の学校の名前は何ですか？ (school) 
(2) 彼のお姉さんの名前は何ですか？ (big sister) 
(3) 彼の担任の先生の名前は何ですか？ (*homeroom teacher) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  My father is an actor. 
  Do you make dinner? 

 
M:  This is a picture of my family. 
G:  Is this man your father? 
M:  Yes, he is. 
G:  He’s very handsome. Is he an actor? 
M:  No, he isn’t an actor. 
    He’s an office worker. 
G:  What is the name of his company? 
M:  ABC Computer Company. 
 

M: 美咲  G: ジョージ 
美咲がジョージに父の
写真を見せています。 
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Unit 5-B  父親父親父親父親のののの会社会社会社会社 
 

M: 美咲  G: ジョージ 
M: これは私の家族の写真よ。 
G: この男性は、君のお父さん？ 
M: そうよ。 
G: とてもハンサムだな。お父さんは俳優さん？ 
M: いいえ、俳優ではないわ。会社員よ。 
G: お父さんの会社の名前は何？ 
M: ＡＢＣコンピューター会社。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(15)  (15)  (15)  (15)  ３３３３人称単数人称単数人称単数人称単数のののの主語主語主語主語とととと bebebebe動詞動詞動詞動詞のののの疑問文疑問文疑問文疑問文・・・・否定文否定文否定文否定文    
Is this manIs this manIs this manIs this man your father?  この男性はあなたのお父さんですか？ 
He is ～. の文を疑問文にするときは、主語と動詞を入れ替えて Is he ～?とします。She is ～.の場
合も同じように Is she ～?となります。主語が this manなどの場合も同じで、isを文頭に出します。 
This man is your father.  この男性はあなたのお父さんです。 
 
Is this man your father?  この男性はあなたのお父さんですか？ 
否定文を作る場合は、isの後に notを入れます。is notには isn’tという短縮形もあります。 
He is an actor.  彼は俳優です。 
He is not an actor. 彼は俳優ではありません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
This is a picture of my family.This is a picture of my family.This is a picture of my family.This is a picture of my family.    
◇ 「絵」という意味ですでに習った pictureのここでの意味は「写真」です。 
◇ ofは「～の」という意味の前置詞です。日本語とは逆に A of Bで「Bの A」になるので注意。 
Yes, he is.Yes, he is.Yes, he is.Yes, he is.    
◇ Is he ～?や Is this man ～?という疑問文に対して「はい」と答える言い方です。「いいえ」なら
ば No, he isn’t.となります。this manのように男性を表す語が２回目以降に登場するときは、こ
のように heを使います。 

HeHeHeHe’’’’s very handsome.s very handsome.s very handsome.s very handsome.    
◇ He’sは He isの短縮形です。 
HeHeHeHe’’’’s an office worker.s an office worker.s an office worker.s an office worker.    
◇ officeは「事務所」、workerは「働く人」という意味で、「会社員」は office workerとなります。 
What is the name of his company?What is the name of his company?What is the name of his company?What is the name of his company?    
◇ hisは「彼の～」という意味で、heの所有格です。すでに習ったmy（私の）は Iの所有格、your
（あなたの）は youの所有格です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(2)  (2)  (2)  (2)  単語単語単語単語ののののアクセントアクセントアクセントアクセントとととと長長長長ささささ    
単語の中で強く発音する部分（アクセントのある部分）は、他の部分よりもゆっくりと発音します。
たとえば family は fa の部分にアクセントがあるので、カタカナで長さを表すとすれば、「ファミリ
ー」ではなく「ファーミリ」に近くなります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he is.   (2) No, he isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Is she a student? ---- Yes, she is.   (2) Is Susie from Britain? ---- No, she isn’t. 
    (3) Is he in Class A? ---- Yes, he is.   (4) Is Naoki your classmate? ---- No, he isn’t. 
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Unit 5-C  Who is that woman? 
    

 

 
Words & Phrases    
who who who who !"'0(        代    誰が                home home home home !"%'+(        名    家、家庭    
woman woman woman woman !B'&+#5(        名    女性            housewife housewife housewife housewife !")&'3B)>*?(        名    主婦    
sheshesheshe’’’’s s s s !:*0F-.:*F(        ((she isの短縮形))        her her her her !"#04-.#04(        代    彼女の    
mother mother mother mother !+A&<#4(        名    母            job job job job !;H)@(        名    仕事    
at at at at !,/-.#/(        前    ～に             nurse nurse nurse nurse !5#043(        名    看護師    
 
Questions（Ｃのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is your mother a housewife? 
(2) Is your mother a nurse? 
    
Practice    
１．例にならって「～は誰ですか？」と人をたずねる文を作りなさい。また、それに対して答
える文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）That woman is my mother. ⇒ Who is that woman? ---- She’s my mother. 
(1) This man is my father.    
(2) That man is my *grandfather. 
(3) That woman is Ms. Jackson.    
(4) This woman is my *grandmother. 
（注）grandfather 祖父   grandmother 祖母 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）She’s not a housewife. 
(1) 彼女は看護師ではありません。(a nurse) 
(2) 彼女は女優ではありません。(an *actress) 
(3) 彼女はダンサーではありません。(a *dancer) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What is her job? 
(1) 彼女の名前は何ですか？ (name) 
(2) 彼女の電話番号は何ですか？ (*phone number) 
(3) 彼女の趣味は何ですか？ (*hobby) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  What is that on the left desk? 
  Who is that man? 

 
F:  Who is that woman? 
C:  She’s my mother. 
F:  Is she usually at home? 
C:  No, she isn’t. She’s not a housewife. 
F:  What is her job? 
C:  She’s a nurse. 
 

F: フレッド  C: 千尋 
フレッドと千尋が話し
ているところに女性が
近づいてきました。 
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Unit 5-C  母親母親母親母親のののの職業職業職業職業 
 

F: フレッド  C: 千尋 
F: あの女の人は誰？ 
C: 私の母よ。 
F: お母さんはふだん家にいるの？ 
C: いないよ。母は主婦じゃないのよ。 
F: お仕事は何？ 
C: 母は看護師なの。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(4)  (4)  (4)  (4)  人人人人をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whowhowhowhoとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
WhoWhoWhoWho is that woman?  あの女性は誰ですか？ 
「～は誰ですか？」という疑問文を作るには、whoを使ってWho is ～?とします。whatや whoの
ように Yesや Noで答えられない疑問文を作るための語を疑問詞といいます。 
Is she your mother?  彼女はあなたのお母さんですか？ 
 
Who is she?  彼女は誰ですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Who is that woman?Who is that woman?Who is that woman?Who is that woman?    
◇ 「あれは」という意味ですでに習った thatは、後に名詞がついて「あの」という意味になります。 
◇ womanは manと対になる単語で、大人の女性を指します。 
SheSheSheShe’’’’s my mother.s my mother.s my mother.s my mother.    
◇ that womanのように女性を表す語が２回目に登場するときは、このように sheを使います。 
◇ she’sは she isの短縮形です。 
◇ motherは fatherと対になる単語で「母」という意味です。 
Is she usually at home?Is she usually at home?Is she usually at home?Is she usually at home?    
◇ at は in と同様に、場所を表す言葉を伴う前置詞ですが、in よりもせまい場所を示すときに使い
ます。 

◇ home は「家庭」という意味で、主に建物としての「家」を表す house と使い方が異なります。
at homeで「家で」「家に」となります。 

◇ isは存在を表す be動詞で、She is at home.ならば「彼女は家にいます」という意味になります。 
SheSheSheShe’’’’s not a housewife.s not a housewife.s not a housewife.s not a housewife.    
◇ She’s a housewife.の否定形です。She isn’t a housewife.と同じ意味です。  
What is her job?What is her job?What is her job?What is her job?    
◇ herは「彼女の～」という意味で、sheの所有格です。 
SheSheSheShe’’’’s a nurse.s a nurse.s a nurse.s a nurse.    
◇ nurseは「看護師」という意味で、男性にも女性にも使えます。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(7)  (7)  (7)  (7)  疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞ではじまるではじまるではじまるではじまる疑問文疑問文疑問文疑問文ののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
whatで始まる疑問文と同じように、whoなどの疑問詞で始まる疑問文は、下がり調子になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, she isn’t.   (2) Yes, she is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Who is this man? ---- He’s my father.   (2) Who is that man? ---- He’s my grandfather. 
    (3) Who is that woman? ---- She’s Ms. Jackson. 
    (4) Who is this woman? ---- She’s my grandmother. 
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Unit 5-D  Whose doll is this? 
    

 

 
Words & Phrases    
whose whose whose whose !"'0F(        形    誰の            elementary elementary elementary elementary !2>$#+2&5/#4*(        形    初歩の    
doll doll doll doll !;)$(        名    人形                whowhowhowho’’’’s s s s !"'0F(        ((who isの短縮形))    
little little little little !$7/$(        形    小さい            brother brother brother brother !@4A&<#4(        名    兄弟    
 
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you have a little sister? 
(2) What is your little sister’s name? 
    
Practice    
１．例にならって「誰の～ですか？」と所有をたずねる文を作りなさい。 
（例）This is my little sister’s doll. ⇒ Whose doll is this? 
(1) This is Takuya’s book.    
(2) That is Mike’s bicycle. 
(3) This is Betty’s bag.    
(4) That is George’s computer.  
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Is she an elementary school student? 
(1) 彼女は中学生ですか？ (a *junior high school student) 
(2) 彼女は高校生ですか？ (a high school student) 
(3) 彼女は大学生ですか？ (a college student) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Shota is Shohei’s little brother. 
(1) ヘレンはベティーの妹です。(Helen, Betty, little sister) 
(2) ナンシーはディックの姉です。(Nancy, Dick, big sister) 
(3) 拓也は桃子の兄です。(Takuya, Momoko, big brother) 
 
４．所有を表す’sの発音に注意して言いなさい。 
  Helen’s doll   my father’s book   Fred’s house   Ms. White’s room 
 

 
W:  Whose doll is this? 
T:  It’s my little sister’s doll. 
W:  Oh, you have a sister. 
    What is her name? 
T:  Her name is Momoko. 
W:  Is she an elementary school student? 
T:  Yes, she is Shota’s classmate. 
W:  Who’s Shota? 
T:  Shota is Shohei’s little brother. 
 

W: ホワイト先生 
T: 拓也 
拓也の家の前に人形が
置いてありました。 
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Unit 5-D  妹妹妹妹のののの人形人形人形人形 
 

W: ホワイト先生  T: 拓也 
W: これは誰の人形？ 
T: 僕の妹の人形です。 
W: あら、あなたは妹がいるの。彼女の名前は何？ 
T: 桃子です。 
W: 彼女は小学生？ 
T: はい、翔太のクラスメートです。 
W: 翔太って誰？ 
T: 翔太は翔平の弟です。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(5)  (5)  (5)  (5)  所有所有所有所有をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whosewhosewhosewhose    
WhoseWhoseWhoseWhose doll is this?  これは誰の人形ですか？ 
「誰の～ですか？」という疑問文を作るには、疑問詞 whose を使って Whose ～?とします。whose
は whoの所有格です。 
Is this doll your little sister’s?  この人形は妹のですか？ 
 
Whose is this doll?  この人形は誰のですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
ItItItIt’’’’s my little sisters my little sisters my little sisters my little sister’’’’s doll.s doll.s doll.s doll.    
◇ Whose ～?に対して「～のです」と答える言い方です。my little sister（私の妹）に’s（アポスト
ロフィー＋s）をつけると「私の妹の」という意味になり、my little sister’s dollで「私の妹の人
形」となります。 

◇ little sisterは「妹」という意味です。littleは「小さい」という意味の形容詞です。 
Is she an elementaryIs she an elementaryIs she an elementaryIs she an elementary school student? school student? school student? school student?    
◇ elementary schoolは「小学校」という意味です。 
Yes, she is ShotaYes, she is ShotaYes, she is ShotaYes, she is Shota’’’’s classmate.s classmate.s classmate.s classmate.    
◇ 「翔太のクラスメート」というときは、Shotaに’sをつけたものを classmateの前に置きます。 
WhoWhoWhoWho’’’’s Shota?s Shota?s Shota?s Shota?    
◇ 翔太というのが誰かを知らない場合に「翔太って誰？」と聞く言い方です。 
◇ who’sは who isの短縮形です。 
ShotaShotaShotaShota is Shohei’ is Shohei’ is Shohei’ is Shohei’s little brother.s little brother.s little brother.s little brother.    
◇ brotherは「（男の）兄弟」という意味で、sisterと同様に年齢の上下がわからないので、「弟」と
いう場合には littleをつけます。これに対して「兄」は big brotherとなります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(4)  (4)  (4)  (4)  所有所有所有所有をををを表表表表すすすす’’’’ssssのののの発音発音発音発音    
「～の」を表す’sの発音は複数形の sの発音と同じルールで、無声音の後は!3(、有声音の後は!F(、!3(
などの後は!*F(となります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) Her name is Momoko. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Whose book is this? 
    (2) Whose bicycle is that? 
    (3) Whose bag is this? 
    (4) Whose computer is that? 
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Unit 5-E  Exercises (5) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) He is Shohei’s little brother.  （Yes／Noで答えられる疑問文に） 
(2) That man is Ayaka’s father.  （Ayaka’s fatherが答えの中心になる疑問文に） 
(3) This is Helen’s doll.  （Helen’sが答えの中心になる疑問文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Is this man your teacher? ---- Yes, (          )(          ). 
(2) Is she an elementary school student? ---- (          ), (          ) isn’t. 
(3) (          ) is that woman? ---- (          ) is my mother. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) That is my (          )(          ) bicycle. 
  あれは私の妹の自転車です。 
(2) This is a (          ) of my (          ). 
  これは私の家族の写真です。 
(3) I’m not a (          )(          ) student. 
  私は高校生ではありません。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) My big sister is not usually at home. 
(2) Is your little brother a college student? ---- Yes, he is. 
(3) Is she a nurse? ---- No, she isn’t a nurse. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1)あなたは小学校に通っていますか？ 
(2)あなたの会社の名前は何ですか？ 
(3)あなたのお母さんは主婦ですか？ ― いいえ、ちがいます。 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Naoki, (          )(          ) Betty. 
(2) What is (          )(          )? 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen:  Betty, this is Takuya. He’s my classmate. Takuya, this is Betty. She’s my big sister. 
Betty:  Hello. My name is Betty. 
Takuya: Hello. My name is Takuya. 
Betty:  Do you study English? 
Takuya: Yes, I do. I like English. My father is an English teacher. 
Betty:  Is your mother a teacher, too? 
Takuya: No, she isn’t. She’s a *doctor. 
（注）doctor 医者 
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QUESTIONS（Takuyaのつもりで答えなさい） 
(1) Is Helen your classmate? 
(2) What is Helen’s big sister’s name? 
(3) What is your name? 
(4) Is your father a teacher? 
(5) Is your mother a teacher? 
 
 

《《《《11111111 からからからから 20202020 までのまでのまでのまでの序数序数序数序数》》》》    

eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, 
 第 11 の  第 12 の  第 13 の   第 14 の   第 15 の 

sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth 
 第 16 の    第 17 の     第 18 の     第 19 の    第 20 の 

 
 
Words & Phrases    
eleveeleveeleveeleventh nth nth nth !*$2&C#5D(        名    形 第 11（の）        sixteenth sixteenth sixteenth sixteenth !3*=3/705D(        名    形 第 16（の）    
twelfth twelfth twelfth twelfth !/B2$?D(        名    形 第 12（の）        seventeenth seventeenth seventeenth seventeenth !32>C#5/705D(.    名     形 第 17（の）    
thirteenth thirteenth thirteenth thirteenth !D#04/705D(        名    形 第 13（の）    eighteenth eighteenth eighteenth eighteenth !2*/705D(        名    形 第 18（の）    
fourteenth fourteenth fourteenth fourteenth !?604/705D(        名    形 第 14（の）    nineteenth nineteenth nineteenth nineteenth !5)*5/705D(        名    形 第 19（の）    
fifteenth fifteenth fifteenth fifteenth !?G?/705D(        名    形 第 15（の）        twentieth twentieth twentieth twentieth !/B2&5/**D(        名    形 第 20（の）    
 
 
 
■英単語しりとり 
 
  日本語には「る」で始まる言葉が少ないので、日本語でしりとりをするときは「る」で終わる言葉
を覚えておくと有利です。英語では、xで始まる言葉がもっとも少ないので、英単語のしりとりをす
る場合には xで終わる単語を言うと有利になります。 
それでは、ヒントを参考にして次のしりとりを完成させてください。 
 
  CAT → (    1    ) → SCHOOL → LIKE → (    2    ) → TOWN → (    3    )  
                                                                          ↓ 
                                   NICE ← KITCHEN ← (    4    ) ← OLD 
 
ヒント 1. ヘレンが毎日しているスポーツの名前    
       2. ひとけたの数字    
       3. yesの反対 
       4. 直樹の部屋にふたつある物 
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Unit 6  Club Activities 
 
Unit 6-A  He likes sports. 
    
 
N:  That’s a swimming pool. 
B:  Who is that boy? 
N:  He’s my classmate Shohei. 
    He likes sports. 
B:  Is he in the swimming club? 
N:  Yes, he swims very fast. 
 
 
Words & Phrases    
thatthatthatthat’’’’s s s s !<,/3(        ((that isの短縮形))        sport sport sport sport !3E604/(        名    スポーツ    
swimming swimming swimming swimming !3B7+*8(        名    水泳        club club club club !=$A@(        名    クラブ    
pool pool pool pool !E'0$(        名    プール            swim swim swim swim !3B*+(        動    泳ぐ    
boy boy boy boy !@6*(        名    少年                fast fast fast fast !?,3/(        副    速く    
 
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is Shohei in the swimming club? 
(2) Is Shohei in the tennis club? 
    
Practice    
１．例にならって言いなさい。 
（例）like sports, Shohei ⇒ Shohei likes sports. 
(1) play baseball, Peter    
(2) go to school, Kenta 
(3) study English, Misaki    
(4) watch basketball, Carol 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He’s my classmate Shohei. 
(1) 彼は私の兄のジムです。(big brother, Jim) 
(2) 彼は私の友達の拓也です。(friend, Takuya) 
(3) 彼は私のいとこの大樹です。(*cousin, Hiroki) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Is he in the swimming club? 
(1) 彼は野球部に入っていますか？ (baseball) 
(2) 彼は音楽部に入っていますか？ (*music) 
(3) 彼はフットボール部に入っていますか？ (*football) 
 
４．動詞の sの発音に注意して言いなさい。 
  Helen loves flowers.     She rides a bicycle. 
  He uses this swimming pool.    

 
N: 直樹   B: ベティー
学校のプールサイドに
ひとりの少年が見えま
す。 
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Unit 6  クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動 
 
Unit 6-A  水泳部水泳部水泳部水泳部 
 

N: 直樹  B: ベティー  
N: あれはプールだよ。 
B: あの少年は誰？ 
N: 彼は僕のクラスメートの翔平だよ。 
   彼はスポーツが好きなんだ。 
B: 彼は水泳部に入っているの？ 
N: うん、彼はとても速く泳ぐよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(16)  (16)  (16)  (16)  ３３３３人称単数人称単数人称単数人称単数のののの主語主語主語主語とととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
He likesHe likesHe likesHe likes sports.  彼はスポーツが好きです。 
主語が he、she、Naokiなどのように Iと you以外の単数（３人称単数）の場合に、一般動詞に sを
つける必要があります。これを動詞の「３人称単数形」と呼びます。 
sのつけ方は名詞の複数形の場合と同じで、s、o、x、ch、shで終わる動詞には esをつけ、子音＋y
で終わる動詞は、yを iに変えて esをつけます。（例）go → goes、study → studies 
I like sports.  私はスポーツが好きです。（１人称） 
You like sports.  あなたはスポーツが好きです。（２人称） 
He likes sports.  彼はスポーツが好きです。（３人称） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
ThatThatThatThat’’’’s a swimming pool.s a swimming pool.s a swimming pool.s a swimming pool.    
◇ that’sは that isの短縮形で「あれは～です」という意味です。 
◇ poolは「水たまり」という意味で、「プール」の意味にするには swimming poolとします。 
HeHeHeHe’’’’s my classmats my classmats my classmats my classmate Shohei.e Shohei.e Shohei.e Shohei.    
◇ my classmate Shoheiで「私のクラスメートの翔平」となります。 
Is he in the swimming club?Is he in the swimming club?Is he in the swimming club?Is he in the swimming club?    
◇ ここでの be動詞の isは「～にいる」という意味です。「彼は水泳クラブの中にいますか？」とい
う意味で、クラブに所属しているかどうかを聞く文となります。 

Yes, he swims very fast.Yes, he swims very fast.Yes, he swims very fast.Yes, he swims very fast.    
◇ swimsは swimの３人称単数形です。 
◇ fastは「速く」という意味の副詞で、very fastで「とても速く」になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイポイポイポイントントントント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(5)  (5)  (5)  (5)  動詞動詞動詞動詞のののの３３３３人称単数形人称単数形人称単数形人称単数形のののの発音発音発音発音    
動詞につける３人称単数形の sの発音は、複数形の sの発音と同じルールで、無声音の後は!3(、有声
音の後は!F(、!3(などの後は!*F(となります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he is.   (2) No, he isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Peter plays baseball.   (2) Kenta goes to school. 
    (3) Misaki studies English.   (4) Carol watches basketball. 
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Unit 6-B  Does she play baseball? 
    
 
G:  Is this glove yours? 
A:  No, it’s not mine. It’s Misaki’s. 
    These balls are hers, too. 
G:  Does she play baseball? 
A:  No, she doesn’t. 
    But she plays softball. 
    She’s in the softball club. 
G:  Does she have a bat, too? 
A:  Yes, she does. She has a nice bat. 
 
 
Words & Phrases    
glove glove glove glove !9$AC(        名    グローブ            does does does does !;AF-.;#F(        助    ((doの３人称単数形))    
yours yours yours yours !1'#4F(        代    あなたのもの         doesndoesndoesndoesn’’’’t t t t !;A&F5/(        ((does notの短縮形))    
mine mine mine mine !+)*5(        代    私のもの             softball softball softball softball !36&0?/@6>0$(        名    ソフトボール    
ball ball ball ball !@60$(        名    ボール            bat bat bat bat !@,/(        名    バット    
hers hers hers hers !"#04F(        代    彼女のもの            has has has has !",F-."#3(        動    ((haveの３人称単数形))    
 
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Does Misaki have a glove?   (2) Does Misaki play baseball? 
    
Practice    
１．例にならって「～しますか？」とたずねる文を作りなさい。また、Yesまたは Noを使って
答えなさい。 

（例）Misaki plays softball. (Yes) ⇒ Does Misaki play softball? ---- Yes, she does. 
(1) Shohei swims fast. (Yes)    
(2) She plays tennis. (No) 
(3) Ms. White reads English books. (Yes)    
(4) Shohei’s brother has a glove. (No) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）This glove is not mine. 
(1) このバットは私のものではありません。(bat) 
(2) このボールは私のものではありません。(ball) 
(3) このミットは私のものではありません。(*mitt) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）These balls are hers, too. 
(1) これらの人形も彼女のです。(dolls) 
(2) これらの風船も彼女のです。(*balloons) 
(3) これらの指輪も彼女のです。(*rings) 
 
４．文強勢とリズムに注意して言いなさい。 
  Yes, it is.   No, I don’t.   Yes, he does.   No, she isn’t. 

G: ジョージ  A: 綾香 
教室にあったボールや
グローブを見て話して
います。 
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Unit 6-B  ソフトボーソフトボーソフトボーソフトボールルルル部部部部 
 

G: ジョージ  A: 綾香 
G: このグローブは君のもの？ 
A: いや、私のじゃない。美咲のよ。これらのボールも彼女のよ。 
G: 彼女は野球をするの？ 
A: いいえ、しないわ。でも彼女はソフトボールをするの。彼女はソフトボール部に入っているのよ。 
G: 彼女はバットも持っているの？ 
A: ええそうよ。いいバットを持っているわよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(17)  (17)  (17)  (17)  ３３３３人称単数人称単数人称単数人称単数のののの主語主語主語主語とととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
DoesDoesDoesDoes she playplayplayplay baseball?  彼女は野球をしますか？ 
She plays baseball.のように主語が３人称単数の文を疑問文にすると、doではなく doesを使い、Does 
she ～?となります。このとき playに sはつきません。 
答え方は、「はい」ならば Yes, she does.、「いいえ」ならば No, she doesn’t.となります。 
She plays baseball.  彼女は野球をします。 
 
Does she play baseball?  彼女は野球をしますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Is this glove yours?Is this glove yours?Is this glove yours?Is this glove yours?    
◇ yoursは「あなたのもの」という意味で、yourとちがい、後に名詞が続きません。yourを使うな
らば、Is this your glove?となります。 

No, iNo, iNo, iNo, itttt’’’’s not mine.s not mine.s not mine.s not mine.    
◇ It’s notは It isn’tと言っても同じ意味になります。 
◇ mineは「私のもの」という意味で、myとちがって後に名詞が続きません。It’s not my glove.の

gloveを省略するかわりにmyをmineに変えると考えてもかまいません。 
ItItItIt’’’’s Misakis Misakis Misakis Misaki’’’’s.s.s.s.    
◇ Misaki’sは「美咲のもの」という意味で、Misaki’s gloveを表しています。    
These balls are hers, too.These balls are hers, too.These balls are hers, too.These balls are hers, too.    
◇ Theseは「これらは」ではなく「これらの～」という意味で使われています。 
◇ hersは「彼女のもの」という意味で、her ballsを省略した形です。 
◇ yours、mine、hersなどを所有代名詞といいます。 
She has a nice bat.She has a nice bat.She has a nice bat.She has a nice bat.    
◇ hasは haveの３人称単数形で、普通に sをつけるのではなく、不規則な変化をします。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(3)  Yes, I (3)  Yes, I (3)  Yes, I (3)  Yes, I dodododo、、、、No, she doesnNo, she doesnNo, she doesnNo, she doesn’’’’ttttなどのなどのなどのなどのリズムリズムリズムリズム    
Yes, I do.は Yesと doに、No, she doesn’t.は Noと doesn’tに強勢が置かれます。つまり強 ― 弱 ― 
強というリズムになります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, she does.   (2) No, she doesn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Does Shohei swim fast? ---- Yes, he does.   (2) Does she play tennis? ---- No, she doesn’t. 
    (3) Does Ms. White read English books? ---- Yes, she does. 
    (4) Does Shohei’s brother have a glove? ---- No, he doesn’t. 
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Unit 6-C  He doesn’t have any model trains. 
    

 

 
Words & Phrases    
afternoonafternoonafternoonafternoon        !,>?/#45'&05(        名    午後        about about about about !#@)&'/(        前    ～について    
activity activity activity activity !,=/7C#/*(        名    活動            train train train train !/42*5(        名    電車    
railroad railroad railroad railroad !42&*$4%>';(        名    鉄道            any any any any !2&5*-.#5*(        形    ((疑問文で)) いくつかの    
know know know know !5%'(        動    知っている            model model model model !+)&;$(        名    模型    
lot lot lot lot !$)/(        名    たくさん                        
 
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What club are you in?   (2) Does Naoki have any model trains? 
    
Practice    
１．例にならって疑問文を作りなさい。また「いいえ」で答える文を作りなさい。 
（例）Naoki has some model trains. 
      ⇒ Does Naoki have any model trains? ---- No, he doesn’t have any model trains. 
(1) Misaki plays baseball.    
(2) Betty likes tennis. 
(3) Ayaka has some dolls.    
(4) George has some balls. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you know a lot about trains? 
(1) あなたは花についてたくさん知っていますか？ (flowers) 
(2) あなたはコンピューターのゲームについてたくさん知っていますか？ (computer games) 
(3) あなたは飛行機についてたくさん知っていますか？ (*airplanes) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He has a lot of books. 
(1) 彼はたくさんの切手を持っています。(stamps) 
(2) 彼はたくさんのカードを持っています。(*cards) 
(3) 彼はたくさんのボールペンを持っています。(*ball-point pens) 
 
４．notの強勢に注意して言いなさい。 
  I’m not in the railroad club.   He isn’t an actor. 

 
W:  What is your first class this afternoon? 
T:  Club activities. 
W:  What club are you in? 
T:  I’m in the railroad club. 
W:  Do you know a lot about trains then? 
T:  No, but Naoki does. 
    He has a lot of books about trains. 
W:  Does he have any model trains, too? 
T:  No, he doesn’t have any model trains. 
 

W: ホワイト先生 
T: 拓也 
昼休みに、拓也はホワイ
ト先生に話しかけられ
ます。 
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Unit 6-C  鉄道鉄道鉄道鉄道クラブクラブクラブクラブ 
 

W: ホワイト先生  T: 拓也 
W: あなたの午後の最初の授業は何？ 
T: クラブ活動です。 
W: あなたは何のクラブに入っているの？ 
T: 鉄道クラブに入っています。 
W: それじゃ、電車についてたくさん知っているの？ 
T: いいえ、でも直樹はよく知っていますよ。彼は電車についての本をたくさん持っています。 
W: 彼は模型の電車も持っているの？ 
T: いいえ、模型の電車はひとつも持っていません。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(18)  (18)  (18)  (18)  ３３３３人称単数人称単数人称単数人称単数のののの主語主語主語主語とととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの否定文否定文否定文否定文    
He doesndoesndoesndoesn’’’’t havet havet havet have any model trains.  彼は模型の電車を少しも持っていません。 
He has ～.のように主語が３人称単数の文を否定文にするには、does not（短縮形は doesn’t）を使
って He does not have ～.の形にします。動詞の３人称単数形は、原形に戻します。 
He has a model train.  彼は模型の電車を持っています。 
He doesn’t have a model train.  彼は模型の電車を持っていません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What is your first class this afternoon?What is your first class this afternoon?What is your first class this afternoon?What is your first class this afternoon?    
◇ classは「組」のほかに「授業」という意味があります。 
◇ this afternoonは「この午後」つまり「今日の午後」のことで、副詞的に使われています。 
What club are you in?What club are you in?What club are you in?What club are you in?    
◇ 「あなたは～クラブですか？」と聞くには Are you in ～ club?としますが、「何のクラブです
か？」と whatを使って聞く場合はこの文の形になります。 

◇ このように whatは名詞について「何の」「どんな～」という形容詞になるときがあります。 
Do you know a lot about trains then?Do you know a lot about trains then?Do you know a lot about trains then?Do you know a lot about trains then?    
◇ knowは「～を知っている」という意味の動詞です。 
◇ a lotで「たくさん」という意味になります。 
◇ aboutは「～について」という意味の前置詞です。about trainsで「電車について」となります。 
No, but Naoki does.No, but Naoki does.No, but Naoki does.No, but Naoki does.    
◇ Naoki does.は、ていねいに言うと Naoki knows a lot about trains.（直樹は電車についてたくさ
ん知っています）となりますが、これを略して言うときは、knows以下を doesで代用できます。 

He has a lot of books about trains.He has a lot of books about trains.He has a lot of books about trains.He has a lot of books about trains.    
◇ a lot ofはひと固まりで「たくさんの」という意味の熟語になります。 
◇ books about trainsで「電車についての本」という意味です。 
Does he have any model trains, too?Does he have any model trains, too?Does he have any model trains, too?Does he have any model trains, too?    
◇ anyは「いくつかの」という意味で、疑問文では普通 someではなく anyを使います。 
No, hNo, hNo, hNo, he doesne doesne doesne doesn’’’’t have any model trains.t have any model trains.t have any model trains.t have any model trains.    
◇ anyが否定文で使われる場合は、not ～ anyで「ひとつも～ない」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(4)  (4)  (4)  (4)  否定否定否定否定をををを表表表表すすすす notnotnotnotのののの強勢強勢強勢強勢    
否定を表す notは強く発音します。He doesn’t have ～.のような場合は、doesn’tを強く発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I’m in the railroad club.   (2) No, he doesn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Does Misaki play baseball? ---- No, she doesn’t play baseball. 
    (2) Does Betty like tennis? ---- No, she doesn’t like tennis. 
    (3) Does Ayaka have any dolls? ---- No, she doesn’t have any dolls. 
    (4) Does George have any balls? ---- No, he doesn’t have any balls. 
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Unit 6-D  Who plays the piano? 
    

 

 
Words & Phrases    
whatwhatwhatwhat’’’’s s s s !"B)/3(        ((what isの短縮形))        classicalclassicalclassicalclassical    !=$,&3*=$(        形    古典的な    
song song song song !3608(        名    歌                musicmusicmusicmusic    !+1'&0F*=(        名    音楽    
member member member member !+2&+@#4(        名    メンバー        really really really really !470#$*(        副    本当に    
chorus chorus chorus chorus !=6&04#3(        名    コーラス            great great great great !942*/(        形    すばらしい    
sing sing sing sing !3*8(        動    歌う                piano piano piano piano !E*,&5%'(        名    ピアノ    
 
Questions（Ｍのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What does Ayaka sing?   (2) Who plays the piano? 
    
Practice    
１．例にならって「誰が～しますか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）Ms. Sasaki plays the piano. ⇒ Who plays the piano? 
(1) Ayaka sings the songs.   (2) Shohei swims fast. 
(3) Misaki plays softball.   (4) Naoki knows a lot about trains. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Whose is this song book? 
(1) このグローブは誰のですか？ (glove) 
(2) このバットは誰のですか？ (bat) 
(3) このヘルメットは誰のですか？ (*helmet) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）What does she sing? 
(1) 彼女は何を読みますか？ (read) 
(2) 彼女は何を見ますか？ (watch) 
(3) 彼女は何を買いますか？ (buy) 
 
４．Really?のイントネーションに注意して言いなさい。 
  I sing in English. ---- Really? 
  He’s a member of the swimming club. ---- Really? 

 
G:  What’s that? 
M:  It’s a song book. 
G:  Whose is it? 
M:  It’s Ayaka’s. 
    She’s a member of the chorus club. 
G:  What does she sing? 
M:  She sings classical music. 
    She sings in English. 
G:  Really? That’s great. Who plays the piano? 
M:  Ms. Sasaki does. 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
ジョージが教室で歌の
本を見つけました。 
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Unit 6-D  コーラスコーラスコーラスコーラス・・・・クラブクラブクラブクラブ 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
G: あれは何？ 
M: 歌の本よ？ 
G: 誰の？ 
M: 綾香のよ。彼女はコーラス部員なの。 
G: 彼女は何を歌うの？ 
M: クラシック音楽を歌うわ。彼女は英語で歌うのよ。 
G: 本当？ それはすごい。誰がピアノをひくの？ 
M: 佐々木先生。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(6)  (6)  (6)  (6)  人人人人をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whowhowhowhoとととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
WhoWhoWhoWho plays the piano?  誰がピアノをひきますか？ 
「誰が～しますか？」という疑問文を作るには、who を主語にして、動詞は３人称単数形にします。
doや doesなどは使いません。 
She plays the piano.  彼女がピアノをひきます。 
 
Who plays the piano?  誰がピアノをひきますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Whose is it?Whose is it?Whose is it?Whose is it?    
◇ Whoseには、Whose book is that?（あれは誰の本ですか？）のように後に名詞が来る用法のほか
に、このように単独で使われて「誰のもの」という意味になる場合があります。 

What does she sing?What does she sing?What does she sing?What does she sing?    
◇ 「彼女は何を歌いますか？」という疑問文は、このようにWhatで始めます。主語が sheなので、

doではなく doesになります。 
She sings in English.She sings in English.She sings in English.She sings in English.    
◇ in Englishで「英語で」という意味になります。 
Really?Really?Really?Really?    
◇ Really?は完全な文にはなっていませんが、「本当？」と聞くときの簡単な言い方です。 
ThatThatThatThat’’’’s great.s great.s great.s great.    
◇ thatは、自分から遠いものを指すとき以外にも、このように相手の言ったことを指す用法があり
ます。「彼女は英語で歌います」の内容に対して「それはすごい」という答えになります。 

Who plays the piano?Who plays the piano?Who plays the piano?Who plays the piano?    
◇ playは「（スポーツなど）をする」という意味で習いましたが、ここでは「（楽器を）ひく」とい
う意味で使われています。 

◇ play the pianoのように、楽器をひくことを指す場合には、楽器の前に theをつけます。 
Ms. Sasaki does.Ms. Sasaki does.Ms. Sasaki does.Ms. Sasaki does.    
◇ 「佐々木先生です」という答えです。Ms. Sasaki plays the piano.を略した言い方です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(8)  Really?(8)  Really?(8)  Really?(8)  Really?ののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
Really?は、相手の言ったことに対して「本当？」とたずねるときは上がり調子になります。「そうな
の」と念を押すときに言う場合は下がり調子になることもあります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She sings classical music.   (2) Ms. Sasaki does. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Who sings the songs?   (2) Who swims fast?   (3) Who plays softball? 
    (4) Who knows a lot about trains? 
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Unit 6-E  Exercises (6) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) Naoki studies English.  （Yes／Noで答えられる疑問文に） 
(2) She likes baseball.  （否定文に） 
(3) My brother goes to college.  （My brotherが答えの中心になる疑問文に） 
 
【２】（文法・対話）対話が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Does your mother play tennis? ---- No, (          )(          ). 
(2) (          ) does he watch? ---- He (          ) baseball. 
(3) (          )(          ) softball? ---- Misaki plays softball. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) My big sister (          ) very (          ). 
  私の姉はとても速く泳ぎます。 
(2) Takuya doesn’t have (          ) (          ) trains. 
  拓也は模型の電車をひとつも持っていません。 
(3) (          ) bat is that? ---- It’s (          ). 
  このバットは誰のですか？ ― 私のです。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) What club is Ayaka in? ---- She’s in the chorus club. 
(2) Whose is that glove? ---- It’s hers. 
(3) Do you know a lot about softball? ---- No, but Misaki does. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 彼は水泳についてのたくさんの本を持っています。 
(2) ヘレンはピアノをひきます。― 本当？ 
(3) あの歌の本はあなたのですか？ ― いいえ、綾香のです。 
 
【６】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) He (          )(          ). 
(2) What is your (          )(          ) this afternoon? 
(3)                                                  
 
【７】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Betty: Who is that boy? 
Helen: He’s Kenta. He’s my classmate. 
Betty: He’s very tall. Does he play basketball?  
Helen: Yes, he does. He’s in the basketball club.  
      He practices basketball every day. 
Betty: Does he use the school playground? 
Helen: No, he doesn’t. He uses the school *gym. 
（注）gym 体育館 
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QUESTIONS（Helenのつもりで答えなさい） 
(1) Who is Kenta? 
(2) Does Kenta play basketball? 
(3) What club is Kenta in? 
(4) Does Kenta practice basketball every day? 
(5) Does Kenta use the school playground? 
 
 

《《《《21212121 からからからから 100100100100 までのまでのまでのまでの序数序数序数序数》》》》    

twenty-first, twenty-second, twenty-third, thirtieth, fortieth, 
第 21 の          第 22 の       第 23 の   第 30 の  第 40 の 

fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth, one hundredth 
第 50 の 第 60 の   第 70 の    第 80 の  第 90 の     第 100 の 

 
 
Words & Phrases    
thirtieth thirtieth thirtieth thirtieth !D#&04/**D(        名    形 第 30（の）     seventieth seventieth seventieth seventieth !32&C#5/**D(        名    形 第 70（の）    
fortieth fortieth fortieth fortieth !?6&04/**D(        名    形 第 40（の）        eightieth eightieth eightieth eightieth !2&*/**D(        名    形 第 80（の）    
fiftieth fiftieth fiftieth fiftieth !?7?/**D(        名    形 第 50（の）        ninetieth ninetieth ninetieth ninetieth !5)&*5/**D(        名    形 第 90（の）    
sixtiesixtiesixtiesixtieth th th th !37=3/**D(        名    形 第 60（の）        hundredth hundredth hundredth hundredth !"A&5;4#;D(        名     形 第 100（の）    
 
 
 
■仲間はずれを探せ 
 
  次の各組の語群の中にひとつずつ仲間はずれがあります。それぞれ丸で囲んでください。 
 
  例   glove   piano   ball   bat 
 
  （pianoは楽器で、他は野球やソフトボールの道具） 
 
  1.   hamster   cat   mouse   computer 
 
  2   school   museum   picture   bank 
 
  3   brother   worker   father   mother 
 
  4   racket   tennis   baseball   softball 
 
  5   teacher   nurse   actor   activity 
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Unit 7  Volunteer Activities 
    
Unit 7-A        We are very fine.    
    

 

 
Words & Phrases 
wewewewe !B*0-.B*(     代 私たちは   teamteamteamteam !/*0+(     名 チーム 
rightrightrightright !4)*/(     形 右の   playerplayerplayerplayer !E$2&*#4(     名 選手 
handhandhandhand !",5;(     名 手   aren’taren’taren’taren’t !)045/(     ((are notの短縮形)) 
flagflagflagflag !?$,9(     名 旗     ourourourour !)'#4-.)04(     代 私たちの 
likelikelikelike    !$)*=(     前 ～のような   volunteervolunteervolunteervolunteer !C)$#5/7#4(     名 ボランティア    
socsocsocsoccercercercer !3)&=#4(     名 サッカー     
 
Questions（Ｓのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is Little Tokyo a name of a soccer team? 
(2) Is Little Tokyo a name of a volunteer team? 
    
Practice 
１．例にならって「あなたがたは～ですか？」とたずねる文を作りなさい。また、Yes または

Noを使って答えなさい。 
（例）fine (Yes) ⇒ Are you fine? ---- Yes, we are fine. 
      classmates (No) ⇒ Are you classmates? ---- No, we aren’t classmates. 
(1) students (Yes)   (2) teachers (No)   (3) in the railroad club (Yes)   (4) from Osaka (No) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What do you have in your right hand? 
(1) 左手に何を持っていますか？ (left hand)   (2) かばんに何を持っていますか？ (bag) 
(3) ポケットに何を持っていますか？ (*pocket) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）It’s like a name of a soccer team. 
(1) それは猫の名前みたいです。(a cat)   (2) それは花屋の名前みたいです。(a flower shop) 
(3) それはコーラス・クラブの名前みたいです。(a chorus club)  
 
４．強く発音する部分と弱く発音する部分に注意して言いなさい。 
  What do you have in your right hand? 
  Does he have any model trains, too? 

 
H:  Hi, Shohei. Hi, Shota. 
    How are you? 
S:  We are very fine. 
H:  What do you have in your right hand, Shohei? 
S:  I have a flag of “Little Tokyo”. 
H:  Little Tokyo? It’s like a name of a soccer team. 
    Are you soccer players? 
S:  No, we aren’t. 
    Little Tokyo is the name of our volunteer team. 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
ヘレンが翔平・翔太兄弟
に会いました。翔平は手
に何か持っています。 
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Unit 7        ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動    
    
Unit 7-A        ボランティアボランティアボランティアボランティア････チームチームチームチームのののの旗旗旗旗 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
H: こんにちは、翔平。こんにちは、翔太君。調子はどう？ 
S: 僕たちはとても元気だよ。 
H: 翔平、右手に何を持っているの？ 
S: 「リトル・トーキョー」の旗を持っているんだよ。 
H: リトル・トーキョー？ それはサッカー・チームの名前みたいだわ。 
   あなたたちはサッカー選手なの？ 
S: いや、ちがうよ。リトル・トーキョーは僕たちのボランティア・チームの名前だよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(19)  (19)  (19)  (19)  複数複数複数複数のののの主語主語主語主語とととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
We areWe areWe areWe are very fine.  私たちはとても元気です。 
「私は～です」は I am ～.ですが、主語が複数となって「私たちは～です」と言うにはWe are ～.
とします。一方、「あなたがたは～です」は「あなたは～です」と同じ形で You are ～.となります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
HoHoHoHow are you?w are you?w are you?w are you?    
◇ 人に会ったときの「調子はどうですか？」というあいさつとして習いましたが、ここでは「あな
たがたは」という複数の相手の意味で youが使われています。 

What do you have in your right hand, Shohei?What do you have in your right hand, Shohei?What do you have in your right hand, Shohei?What do you have in your right hand, Shohei?    
◇ rightは「右の」という意味で、反対語は left（左の）です。right handは「右手」になります。 
I have a flag of I have a flag of I have a flag of I have a flag of ““““Little TokyoLittle TokyoLittle TokyoLittle Tokyo””””....    
◇ 「” “」は引用符（ダブル・クオーテーション･マーク）といい、「」（かっこ）と似た働きをします。 
ItItItIt’’’’s like a name of a soccer team.s like a name of a soccer team.s like a name of a soccer team.s like a name of a soccer team.    
◇ like は「～が好きだ」という動詞ではなく、「～のような」という意味の前置詞です。「それはサ
ッカー・チームの名前のようです」という意味になります。 

Are you soccer players?Are you soccer players?Are you soccer players?Are you soccer players?    
◇ この youは「あなたは」ではなく「あなたがたは」という複数の相手を指しています。 
◇ playerは playと関係のある単語で、「運動などをする人」つまり「選手」という意味です。 
No, we arenNo, we arenNo, we arenNo, we aren’’’’t.t.t.t.    
◇ Are you ～?（あなたがたは～ですか？）に対する「いいえ」の答え方です。 
◇ aren’tは are notの短縮形です。 
Little Tokyo is the name of our volunteer team.Little Tokyo is the name of our volunteer team.Little Tokyo is the name of our volunteer team.Little Tokyo is the name of our volunteer team.    
◇ ourは weの所有格で「私たちの～」という意味です。  
    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(5)(5)(5)(5)        品詞品詞品詞品詞とととと強弱強弱強弱強弱のののの関係関係関係関係    
原則として、名詞、動詞、形容詞、副詞、疑問詞などは強く発音されます。逆に、代名詞、冠詞、接
続詞、前置詞などは弱く発音されます。What do you have in your right hand?という文では、疑問
詞の what、動詞の have、形容詞の right、名詞の handを強く言い、その他は弱い発音になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, it isn’t.   (2) Yes, it is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Are you students? ---- Yes, we are students.    
    (2) Are you teachers? ---- No, we aren’t teachers. 
    (3) Are you in the railroad club? ---- Yes, we are in the railroad club. 
    (4) Are you from Osaka? ---- No, we aren’t from Osaka. 
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Unit 7-B        We clean Minami Park.    
    

 

 
Words & Phrases    
kind kind kind kind !=)*5;(        名    種類            ours ours ours ours !)'#4F-.)04F(        代    私たちのもの    
clean clean clean clean !=$*05(        動    掃除する            take take take take !/2*=(        動    持って行く、連れて行く    
park park park park !E)04=(        名    公園            help help help help !"2$E(        動    助ける、手伝う    
dog dog dog dog !;609(        名    犬                        
 
Questions（Ｓのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What is your dog’s name? 
(2) Do you always take your dog to the park? 
    
Practice    
１．例にならって「あなたがたは～しますか？」とたずねる文を作りなさい。また、Yesまたは

Noを使って答えなさい。 
（例）clean Minami Park (Yes) ⇒ Do you clean Minami Park? ---- Yes, we do. 
(1) take your dog to the park (Yes) 
(2) have a flag of your team (No) 
(3) play soccer after school (Yes) 
(4) sing English songs (No) 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）What kind of volunteer activities do you do? 
(1) あなたがたはどんな種類の本を読みますか？ (books, read) 
(2) あなたがたはどんな種類のスポーツをしますか？ (sports, play) 
(3) あなたがたはどんな種類の音楽が好きですか？ (music, like) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）This dog is ours. 
(1) このハムスターは私たちのです。(hamster) 
(2) このオウムは私たちのです。(*parrot) 
(3) このヤギは私たちのです。(*goat) 
 
４．be動詞に注意して言いなさい。 
  We are very fine. 
  That is Hachioji Station. 
   

 
H:  Are you members of Little Tokyo? 
S:  Yes, we are. 
H:  What kind of volunteer activities do you do? 
S:  We clean Minami Park. 
H:  Is that dog yours? 
S:  Yes, he’s ours. His name is Koro. 
H:  Do you always take Koro to the park? 
S:  Yes, we do. He helps our team. 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
ヘレンが翔平・翔太兄弟
にボランティアの内容
を尋ねています。 
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Unit 7-B  公園掃除公園掃除公園掃除公園掃除ののののボランティアボランティアボランティアボランティア 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
H: あなたたちはリトル・トーキョーのメンバーなの？ 
S: そうだよ。 
H: どんな種類のボランティア活動をするの？ 
S: 僕たちは南公園を掃除するんだ。 
H: その犬はあなたたちの？ 
S: うん、僕たちのだよ。名前はコロっていうんだ。 
H: あなたたちはいつもコロを連れて公園に行くの？ 
S: うん。コロは僕たちのチームを手伝ってくれるんだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(20)  (20)  (20)  (20)  複数複数複数複数のののの主語主語主語主語とととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
We cleanWe cleanWe cleanWe clean Minami Park.  私たちは南公園を掃除します。 
we、youが主語の一般動詞の文では、動詞に sはつきません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, we are.Yes, we are.Yes, we are.Yes, we are.    
◇ Are you ～?（あなたがたは～ですか？）に対する「はい」の答え方です。 
What kind of volunteer activities do you do?What kind of volunteer activities do you do?What kind of volunteer activities do you do?What kind of volunteer activities do you do?    
◇ kindは「種類」という意味で、What kind of ～?で「どんな種類の～」という言い方になります。
後に来る名詞は、activitiesのように複数形にするのが普通です。 

We clean Minami Park.We clean Minami Park.We clean Minami Park.We clean Minami Park.    
◇ cleanは「～をきれいにする」という意味の動詞です。    
Is that dog yours?Is that dog yours?Is that dog yours?Is that dog yours?    
◇ yoursは「あなたのもの」と同じ形ですが、ここでは「あなたがたのもの」という意味です。 
Yes, heYes, heYes, heYes, he’’’’s ours.s ours.s ours.s ours.    
◇ heは「私たちの犬」を受ける言葉で、人間の男性だけでなくオスの動物を指す場合があります。 
◇ oursは weの所有代名詞で「私たちのもの」という意味です。 
Do you Do you Do you Do you always always always always take Koro to the park?take Koro to the park?take Koro to the park?take Koro to the park?    
◇ takeは「（物）を持って行く」または「（人や動物）を連れて行く」という意味の動詞です。take 
～ to ･･･で「～を･･･へ連れて行く」となります。 

Yes, we do.Yes, we do.Yes, we do.Yes, we do.    
◇ Do you ～?（あなたがたは～しますか？）に対する「はい」の答え方です。 
He helps our team.He helps our team.He helps our team.He helps our team.    
◇ helpは「（人など）を助ける、手伝う」という意味の動詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(6)  be(6)  be(6)  be(6)  be動詞動詞動詞動詞はははは弱弱弱弱くくくく発音発音発音発音    
動詞は通常強く発音しますが、be動詞は例外で、弱い発音になります。His name is Koro.は name
と Koroが強く読まれ、isは be動詞なので弱く読まれます。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) His name is Koro.   (2) Yes, we do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Do you take your dog to the park? ---- Yes, we do. 
    (2) Do you have a flag of your team? ---- No, we don’t. 
    (3) Do you play soccer after school? ---- Yes, we do. 
    (4) Do you sing English songs? ---- No, we don’t. 
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Unit 7-C  They are Mr. and Mrs. Yamada. 
    

 

 
Words & Phrases    
people people people people !E70E$(        名    人々            neighbor neighbor neighbor neighbor !52&*@#4(        名    近所の人    
they they they they !<2*(        代    彼らは            lesson lesson lesson lesson !$2&35(        名    レッスン    
Mr. Mr. Mr. Mr. !+73/#4(        ((男性の姓につける語))        together together together together !/#92&<#4(        副    いっしょに    
Mrs. Mrs. Mrs. Mrs. !+73*F(        ((既婚女性の姓につける語))    their their their their !<I#4-.<#4(        代    彼らの    
 
Questions（Ｓのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are Mr. and Mrs. Yamada your neighbors? 
(2) Are Mr. and Mrs. Yamada good at English? 
    
Practice    
１．例にならって「彼らは～ですか？」とたずねる文を作りなさい。また、Yesまたは Noを使
って答えなさい。 

（例）Mr. and Mrs. Yamada (Yes) ⇒ Are they Mr. and Mrs. Yamada? ---- Yes, they are. 
(1) your neighbors (Yes)   (2) your classmates (No) 
(3) office workers (No)   (4) members of the volunteer team (Yes) 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）We take English lessons together at their house. 
(1) 私たちは彼らの家でいっしょに英語を勉強します。(study English) 
(2) 私たちは彼らの家でいっしょに歌を歌います。(sing songs) 
(3) 私たちは彼らの家でいっしょに夕食を作ります。(make dinner) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Are they good at English? 
(1) 彼らは将棋が得意ですか？ (shogi) 
(2) 彼らは囲碁が得意ですか？ (go) 
(3) 彼らは水泳が得意ですか？ (swimming) 
 
４．文強勢に注意して言いなさい。 
  I play baseball. I play soccer, too. 
  Takuya plays soccer. I play soccer, too. 

 
H:  Do you know those old people? 
S:  Yes, they are Mr. and Mrs. Yamada. 
H:  Are they your neighbors? 
S:  No, they aren’t. 
    But we take English lessons together at their house. 
H:  Really? Are they good at English? 
S:  Yes, they are. 
H:  Who is your teacher? 
S:  Our teacher is George. 
    He is a member of Little Tokyo, too. 
 

H: ヘレン S: 翔平 
ヘレンたちは街で老夫
婦を見かけました。 
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Unit 7-C  英語英語英語英語をををを教教教教えるえるえるえるボランティアボランティアボランティアボランティア 
 

H: ヘレン S: 翔平 
H: あの年を取った人たちを知っている？ 
S: うん、彼らは山田夫妻だよ。 
H: あなたたちの近所の人？ 
S: いや、ちがう。でも、僕たちは彼らの家でいっしょに英語のレッスンを受けているよ。 
H: 本当？ 彼らは英語が得意なの？ 
S: うん、得意だよ。 
H: あなたたちの先生は誰？ 
S: 僕たちの先生はジョージだよ。彼もリトル・トーキョーのメンバーなのさ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(21)  (21)  (21)  (21)  ３３３３人称複数人称複数人称複数人称複数のののの主語主語主語主語とととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
They areThey areThey areThey are Mr. and Mrs. Yamada.  彼らは山田夫妻です。 
「彼らは～です」という文は They are ～.となります。主語が複数の場合の代名詞は、男性・女性・
物にかかわらず、すべて theyとなります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you know those old people?Do you know those old people?Do you know those old people?Do you know those old people?    
◇ thoseは「あれらの～」という形容詞として使われています。 
◇ oldは、人に対する形容詞として使われる場合には「年老いた」という意味になります。 
◇ peopleは「人々」という意味で、sはついていませんが、複数形の名詞と同じように使います。 
Yes, they are MYes, they are MYes, they are MYes, they are Mr. and Mrs. Yamada.r. and Mrs. Yamada.r. and Mrs. Yamada.r. and Mrs. Yamada.    
◇ Mr.は男性に、Mrs.は既婚の女性につけます。Mr. and Mrs. Yamadaで「山田夫妻」となります。 
Are they your neighbors?Are they your neighbors?Are they your neighbors?Are they your neighbors?    
◇ 「彼らは～ですか？」という疑問文は、このように They areの主語と動詞を入れ替えて作ります。 
◇ yourはここでは「あなたがたの」という意味で、複数の主語 youの所有格です。    
No, they arenNo, they arenNo, they arenNo, they aren’’’’t.t.t.t.    
◇ Are they ～?に対する「いいえ」の答え方です。「はい」ならば Yes, they are.です。 
But we take English lessons together at their house.But we take English lessons together at their house.But we take English lessons together at their house.But we take English lessons together at their house.    
◇ takeのここでの意味は「（授業など）を受ける」です。 
◇ theirは theyの所有格で「彼らの」という意味です。 
Are they good at English?Are they good at English?Are they good at English?Are they good at English?    
◇ be動詞の後に good at ～が来ると「～が得意である」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(7)  too(7)  too(7)  too(7)  tooがががが含含含含まれるまれるまれるまれる文文文文のののの強勢強勢強勢強勢    
次の(A)(B)を比較してください。(A)の第２文は「彼もリトル・トーキョーのメンバーです」という意
味で、「彼も」という意味で he と too が強い発音になります。一方、(B)の第２文は「彼はリトル・
トーキョーのメンバーでもあります」という意味で、Little Tokyoと tooが強い発音になります。 
(A) I’m a member of Little Tokyo. He is a member of Little Tokyo, too. 
(B) He is a member of Little Tokyo. He is a member of Little Tokyo, too. 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, they aren’t.   (2) Yes, they are. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Are they your neighbors? ---- Yes, they are. 
    (2) Are they your classmates? ---- No, they aren’t. 
    (3) Are they office workers? ---- No, they aren’t. 
    (4) Are they members of the volunteer team? ---- Yes, they are. 
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Unit 7-D  They sell old books in the school playground. 
    

 

 
Words & Phrases    
pretty pretty pretty pretty !E47/*(        形    きれいな            get get get get !92/(        動    手に入れる    
girl girl girl girl !9#04$(        名    少女            money money money money !+A&5*(        名    お金    
theirs theirs theirs theirs !<I#4F(        代    彼らのもの         send send send send !325;(        動    送る    
sell sell sell sell !32$(        動    売る                poor poor poor poor !E'#4(        形    貧しい    
playground playground playground playground !E$2&*94)>'5;(        名    運動場        country country country country !=A&5/4*(        名    国    
 
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What do Misaki and Ayaka sell in the school playground? 
(2) Do they buy new books? 
    
Practice    
１．例にならって「彼らは～しますか？」とたずねる文を作りなさい。また、Yesまたは Noを
使って答えなさい。 

（例）get a lot of money (Yes) ⇒ Do they get a lot of money? ---- Yes, they do. 
(1) like sports (Yes)   (2) sell old books (No) 
(3) swim every day (No)   (4) send e-mails to their friends (Yes) 
 
２．例にならって、かっこ内の単語を使って言い換えなさい。 
（例）Are these their books? (theirs) ⇒ Are these books theirs? 
(1) Is that your flag? (yours)   (2) These are my model trains. (mine) 
(3) This is not our bat. (ours) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do they buy new books with the money? 
(1) 彼らはそのお金で新しいノートを買いますか？ (*notebooks) 
(2) 彼らはそのお金で新しい消しゴムを買いますか？ (*erasers) 
(3) 彼らはそのお金で新しい赤鉛筆を買いますか？ (*red pencils) 
 
４．形容詞＋名詞の強勢に注意して言いなさい。 
  It’s an old museum. 
  These are beautiful flowers. 

 
B:  Who are those pretty girls? 
N:  They are Misaki and Ayaka. 
B:  Are these books theirs? 
N:  Yes, they are.  
    They sell old books in the school playground. 
B:  Do they get a lot of money? 
N:  Yes, they do. 
B:  Do they buy new books with the money? 
N:  No, they don’t. 
    They send the money to poor countries. 
 

B: ベティー  N: 直樹 
ベティーと直樹は週末
の校庭に来ています。 
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Unit 7-D  校庭校庭校庭校庭のののの古本市古本市古本市古本市 
 

B: ベティー  N: 直樹 
B: あのきれいな女の子たちは誰？ 
N: 彼女たちは美咲と綾香です。 
B: これらの本は彼女たちのもの？ 
N: はい。彼女たちは、学校の運動場で古い本を売っているんですよ。 
B: 彼女たちはたくさんお金を手に入れるの？ 
N: そうです。 
B: そのお金で新しい本を買うの？ 
N: いいえ。彼女たちはお金を貧しい国に送るんです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(22)  (22)  (22)  (22)  ３３３３人称複数人称複数人称複数人称複数のののの主語主語主語主語とととと一一一一般動詞般動詞般動詞般動詞    
They sellThey sellThey sellThey sell old books in the school playground.  彼らは学校の運動場で古い本を売ります。    
「彼らは～します」という theyが主語の一般動詞の文です。heや sheなどが主語のときは動詞に s
がつきますが、主語が複数になると sはつきません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Are these books theirs?Are these books theirs?Are these books theirs?Are these books theirs?    
◇ theirsは theyの所有代名詞で「彼らのもの」という意味です。 
Yes, they are.Yes, they are.Yes, they are.Yes, they are.    
◇ theyは these booksを指しています。このように theyは人ではなく物を指す場合があります。 
Do they get a lot of money?Do they get a lot of money?Do they get a lot of money?Do they get a lot of money?    
◇ getは「～を手に入れる」という意味の動詞です。 
◇ a lot of moneyは「たくさんのお金」という意味で、このように a lot ofは数えられない名詞につ
けることもできます。    

Yes, they do.Yes, they do.Yes, they do.Yes, they do.    
◇ Do they ～?に対する「はい」の答え方です。 
Do they buy new books with the money?Do they buy new books with the money?Do they buy new books with the money?Do they buy new books with the money?    
◇ with the moneyで「そのお金を使って」という意味になります。 
No, they donNo, they donNo, they donNo, they don’’’’t.t.t.t.    
◇ Do they ～?に対する「いいえ」の答え方です。 
They send the money to poor countries.They send the money to poor countries.They send the money to poor countries.They send the money to poor countries.    
◇ sendは「～を送る」という意味で、send ～ to ･･･で「～を･･･へ送る」となります。 
◇ countryは「国」という意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(8)  (8)  (8)  (8)  形容詞形容詞形容詞形容詞＋＋＋＋名詞名詞名詞名詞はははは両方強両方強両方強両方強くくくく発音発音発音発音    
Who are those pretty girls?の pretty girls、They send the money to poor countries.の poor 
countriesのように、形容詞が名詞を修飾しているときは、両方を強く発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They sell old books.   (2) No, they don’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Do they like sports? ---- Yes, they do. 
    (2) Do they sell old books? ---- No, they don’t. 
    (3) Do they swim every day? ---- No, they don’t. 
    (4) Do they send e-mails to their friends? ---- Yes, they do. 
２．(1) Is that flag yours?   (2) These model trains are mine.   (3) This bat is not ours. 
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Unit 7-E  Exercises (7) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) I am a student.  （IをWeに変えた文に） 
(2) We play tennis.  （否定文に） 
(3) They study English together.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
 
【２】（文法・選択）次のかっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(1) Who are those old (people, peoples)? 
(2) Misaki and Ayaka (sell, sells) old books. 
(3) These balls are (their, theirs). 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) new : old = left : (          ) 
(2) I : mine = we : (          ) 
(3) book : books = country : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) They are (          ) and (          ) Davis. 
  彼らはデービス夫妻です。 
(2) Who are (          )(          ) girls? 
  これらのきれいな少女たちは誰ですか？ 
(3) Is that (          )(          )? 
  あのお金はあなたがたのですか？ 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) He usually takes his dog to the park. 
(2) They aren’t Helen’s neighbors. 
(3) Ayaka and I take English lessons together. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 彼は英語が得意ではありません。 
(2) あなたはどんな種類の本を読みますか？ 
(3) 私はいつも台所で母親を手伝います。 
 
【７】（総合）次の対話を読んで設問に答えなさい。 
A: (1)(do / hand / have / in / right / what / you / your)? 
B: I have a flag of “Little Tokyo.” 
A: Little Tokyo? It (2)(is like, is likes, like, likes) a name of a baseball team. 
B: (3) Do you play baseball? 
A: No, we don’t. Little Tokyo is our volunteer team. 
(1) かっこ内の単語を並べ替えて「あなたは右手に何を持っていますか？」という文を作りなさ
い。 

(2) かっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(3) 下線部と近い意味になるように次の空所に単語を入れなさい。 
  Are you baseball (          )? 
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【８】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) girl     (2) their      (3) clean 
   park       together      people 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Who is (          )(           )? 
(2) Are you (          )(          ) Little Tokyo? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Mr. Yoshida: Who are those pretty girls? 
George:     They are Betty and Helen. 
Mr. Yoshida: Are they classmates? 
George:     No, they aren’t. They are sisters. 
Mr. Yoshida: Are they your neighbors? 
George:     Yes, they are. 
Mr. Yoshida: Do they *speak *Japanese? 
George:     No, they don’t. They speak English. 
Mr. Yoshida: Are these their bicycles? 
George:     Yes, they are. They often ride their bicycles to this park. 
Mr. Yoshida: What do they do in the park? 
George:     They play tennis. 
（注）speak 話す   Japanese 日本語 
 
QUESTIONS（Georgeのつもりで答えなさい） 
(1) Are Betty and Helen sisters? 
(2) Are they your neighbors? 
(3) Do they speak Japanese? 
(4) Do they speak English? 
(5) What do they do in the park? 
 
 
 
■ドレミの歌 
 
  「ドレミの歌」は言葉遊びソングのひとつです。英語では doe（メスの鹿）、ray（光線）、me（私
を）、far（遠い）などの単語が「ドレミファソラシド」の音に似ていることを利用した歌詞になって
います。 
 
  Doe, a deer, a female deer. 
  Ray, a drop of golden sun. 
  Me, a name I call myself. 
  Far, a long, long way to run. 
  Sew, a needle pulling thread.  
  La, a note to follow sew. 
  Tea, a drink with jam and bread! 
  That will bring us back to do oh-oh-oh! 
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Unit 8  Our Teachers 
 
Unit 8-A  Where does she live? 
    

 

 
Words & Phrases    
well well well well !B2$(        副    よく            alone alone alone alone !#$%&'5(        副    ひとりで    
teach teach teach teach !/*0/:(        動    教える            husband husband husband husband !"A&F@#5;(        名    夫    
where where where where !"BI#4(        副    どこに            American American American American !#+2&4#=#5(        形    アメリカ人の    
live live live live !$*C(        動    住んでいる            Japanese Japanese Japanese Japanese !;H,>E#570F(        形    日本人の    
city city city city !37/*(        名    市                work work work work !B#04=(        動    働く    
 
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What does Ms. White teach?   (2) Where does Ms. White live? 
    
Practice    
１．例にならって「どこで～しますか？」と場所をたずねる文を作りなさい。 
（例）She lives in Kokubunji City. ⇒ Where does she live? 
(1) He goes to Minami Park.   (2) They sell books in their school playground. 
(3) She swims in this swimming pool.   (4) You buy books here. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）She teaches English at our school. 
(1) 彼女は私たちの学校で国語を教えています。(Japanese) 
(2) 彼女は私たちの学校で社会を教えています。(*social studies) 
(3) 彼女は私たちの学校で理科を教えています。(*science) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He works for a bank. 
(1) 彼は郵便局で働いています。(a post office) 
(2) 彼は工場で働いています。(a *factory)   (3) 彼は病院で働いています。(a *hospital) 
 
４．文強勢に注意して言いなさい。 
  What do you play in the park? ---- We play tennis in the park. 
  Where do you play tennis? ---- We play tennis in the park. 

 
B:  Do you know Ms. White? 
T:  Yes, I know her very well. 
    She teaches English at our school. 
B:  Where does she live? 
T:  She lives in Kokubunji City. 
B:  Does she live alone? 
T:  No, she lives with her husband. 
B:  Is he American? 
T:  No, he’s Japanese. He works for a bank in Tokyo. 
 

B: ベティー  T: 拓也 
ベティーが拓也の英語
の先生についてたずね
ています。 
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Unit 8  私私私私たちのたちのたちのたちの先生先生先生先生 
 
Unit 8-A  英語英語英語英語ののののホワイトホワイトホワイトホワイト先生先生先生先生 
 

B: ベティー  T: 拓也 
B: ホワイト先生を知っている？ 
T: はい、彼女のことはとてもよく知っています。彼女は僕たちの学校で英語を教えています。 
B: 彼女はどこに住んでいるの？ 
T: 国分寺市に住んでいるんです。 
B: 彼女はひとりで住んでいるの？ 
T: いいえ、旦那さんといっしょに住んでいます。 
B: 彼はアメリカ人？ 
T: いいえ、日本人です。東京の銀行で働いています。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(7)  (7)  (7)  (7)  場所場所場所場所をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 wherewherewherewhereとととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
WhereWhereWhereWhere does she live?  彼女はどこに住んでいますか？ 
whereは「どこに」という意味の疑問詞です。 
Does she live in Kokubunji City?  彼女は国分寺市に住んでいますか？ 
 
Where does she live?  彼女はどこに住んでいますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, I know her very well.Yes, I know her very well.Yes, I know her very well.Yes, I know her very well.    
◇ herはここでは「彼女を」という意味です。「彼女の」という意味の herと形が同じなので注意が
必要です。 

◇ wellは「よく」という意味の副詞です。 
Where does she live?Where does she live?Where does she live?Where does she live?    
◇ liveは「～に住んでいる」という意味の動詞です。 
Is he American?Is he American?Is he American?Is he American?    
◇ Americanは「アメリカ人の」という形容詞です。 
No, heNo, heNo, heNo, he’’’’s Japanese.s Japanese.s Japanese.s Japanese.    
◇ Japaneseは「日本人の」という形容詞です。 
He works for a bank in Tokyo.He works for a bank in Tokyo.He works for a bank in Tokyo.He works for a bank in Tokyo.    
◇ workは「働く」という意味の動詞です。forは「～のために」という意味で、「work for＋勤務先
の種類や会社名」という形でよく使われます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(9)  (9)  (9)  (9)  答答答答えのえのえのえの中心中心中心中心となるとなるとなるとなる語語語語をををを強強強強くくくく発音発音発音発音    
疑問詞で始まる疑問文に対する答えの文では、答えの中心になる語を強く発音します。次の(A)(B)を
比較してください。(A)の答えの中心は Kokubunji City、(B)の答えの中心は sheなので、それぞれ強
く発音します。 
(A) Where does she live? ---- She lives in Kokubunji City. 
(B) Who lives in Kokubunji City? ---- She lives in Kokubunji City. 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She teaches English.   (2) She lives in Kokubunji City. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Where does he go?   (2) Where do they sell books? 
    (3) Where does she swim?   (4) Where do you buy books? 
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Unit 8-B  Where is Yamanashi? 
    

 

 
Words & Phrases    
west west west west !B23/(        名    西                mountain mountain mountain mountain !+)&'5/#5(        名    山    
place place place place !E$2*3(        名    場所            famous famous famous famous !?2&*+#3(        形    有名な    
many many many many !+2&5*(        形    多くの            Mt. Mt. Mt. Mt. !+)'5/(        ((山の名前の前につける語))    
 
Questions（Ｉのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Where are you from? 
(2) Is Yamanashi famous for Mt. Fuji? 
    
Practice    
１．例にならって「～はどこですか？」と場所をたずねる文を作りなさい。また、それに対す
る答えの文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）Yamanashi (west of Tokyo) ⇒ Where is Yamanashi? ---- It’s to the west of Tokyo. 
(1) Kanagawa (*south of Tokyo)   (2) Kobe (west of Osaka) 
(3) *Japan (*east of *China)   (4) *Canada (*north of the *U.S.) 
（注）south 南   Japan 日本   east 東   China 中国   Canada カナダ 
      north 北   the United States アメリカ合衆国 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Yamanashi has many mountains. 
(1) 長野にはたくさんの城があります。(Nagano, *castles) 
(2) 兵庫にはたくさんの寺があります。(Hyogo, *temples) 
(3) 島根にはたくさんの港があります。(Shimane, *ports) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Yamanashi is famous for Mt. Fuji. 
(1) 熊本は阿蘇山で有名です。(Kumamoto, Mt. Aso) 
(2) 福島は磐梯山で有名です。(Fukushima, Mt. Bandai) 
(3) 鹿児島は桜島で有名です。(Kagoshima, Mt. Sakurajima) 
 
４．副詞＋形容詞の強勢に注意して言いなさい。 
  My bicycle is very old. 
  That is a very beautiful garden. 

 
H:  Where are you from, Mr. Ito? 
I:  I’m from Yamanashi. 
H:  Where is Yamanashi? 
I:  It’s to the west of Tokyo. 
H:  What kind of place is it? 
I:  It has many mountains. 
    It’s famous for Mt. Fuji. 
    Do you know Mt. Fuji? 
H:  Yes, it’s a very high mountain. 
 

H: ヘレン  I: 伊藤先生 
ヘレンが伊藤先生に出
身地をたずねています。 
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Unit 8-B  伊藤先生伊藤先生伊藤先生伊藤先生のののの出身地出身地出身地出身地 
 

H: ヘレン  I: 伊藤先生 
H: 伊藤先生、出身はどちらですか？ 
I: 僕は山梨出身だよ。 
H: 山梨ってどこですか？ 
I: 東京の西だよ。 
H: どんな場所ですか？ 
I: たくさんの山があるよ。富士山で有名なんだ。富士山を知っている？ 
H: はい、とても高い山ですよね。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(8)  (8)  (8)  (8)  場所場所場所場所をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 wherewherewherewhereとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
WhereWhereWhereWhere is Yamanashi?  山梨はどこにありますか？ 
whereを be動詞の文で使うと「～はどこですか？」「～はどこにありますか？」という意味になりま
す。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Where are you from, Mr. Ito?Where are you from, Mr. Ito?Where are you from, Mr. Ito?Where are you from, Mr. Ito?    
◇ fromは「～出身の」という意味で、Where are you from?で「あなたはどこの出身ですか？」と
いう決まった言い方です。 

ItItItIt’’’’s to the west of Tokyo.s to the west of Tokyo.s to the west of Tokyo.s to the west of Tokyo.    
◇ ～ is to the west of ･･･で「～は･･･の西にある」という意味になります。 
What kind of place What kind of place What kind of place What kind of place is it?is it?is it?is it?    
◇ placeは「場所」という意味で、what kind of placeで「どんな種類の場所」つまり「どのような
所」となります。 

It has many mountains.It has many mountains.It has many mountains.It has many mountains.    
◇ itは Yamanashiのことで、It has ～.で「山梨は～を持つ」つまり「山梨には～がある」という
意味になります。 

◇ manyは数えられる名詞について「多くの」という意味になる形容詞です。a lot ofに置き換える
ことができますが、manyのほうが少し堅い言葉です。 

ItItItIt’’’’s famous for Mt.s famous for Mt.s famous for Mt.s famous for Mt. Fuji. Fuji. Fuji. Fuji.    
◇ famousは「有名な」という形容詞で、famous for ～で「～で有名な」となります。 
◇ Mt.は山の名前につけます。 
Yes, itYes, itYes, itYes, it’’’’s a very high mountain.s a very high mountain.s a very high mountain.s a very high mountain.    
◇ high schoolとしてすでに習った highは「（高さが）高い」という意味が基本です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(10)  (10)  (10)  (10)  副詞副詞副詞副詞＋＋＋＋形容詞形容詞形容詞形容詞（＋（＋（＋（＋名詞名詞名詞名詞））））はすべてはすべてはすべてはすべて強強強強くくくく発音発音発音発音    
It’s a very high mountain.という文は、very、high、mountainの部分をすべて強く発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I’m from Yamanashi.   (2) Yes, it is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Where is Kanagawa? ---- It’s to the south of Tokyo. 
    (2) Where is Kobe? ---- It’s to the west of Osaka. 
    (3) Where is Japan? ---- It’s to the east of China. 
    (4) Where is Canada? ---- It’s to the north of the United States. 
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Unit 8-C  How do you come to school? 
    

 

 
Words & Phrases    
Good morning.  Good morning.  Good morning.  Good morning.  おはようございます。        by by by by !@)*(        前    ～によって    
Miss Miss Miss Miss !+*3(        ((未婚女性の姓につける語))    line line line line !$)*5(        名    線    
far far far far !?)04(        形    遠い          walk walk walk walk !B60=(        動    歩く    
how how how how !")'(        副    どうやって    
 
Questions（Ｕのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Where do you live?   (2) How do you come to school? 
    
Practice    
１．表を見ながら例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Kenta ⇒ How does Kenta come to school? ---- He comes to school by *bus. 
(1) Misaki   (2) Naoki   (3) George   (4) Ayaka 
（注）bus バス 
 
生徒 ジョージ 綾香 美咲 直樹 健太 
通学方法 徒歩 バス 電車 自転車 バス 

 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Is your house far from here? 
(1) あなたがたの学校はここから遠いですか？ (your school) 
(2) あなたのお父さんの事務所はここから遠いですか？ (your father’s office) 
(3) メアリーの幼稚園はここから遠いですか？ (Mary’s *kindergarten) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I usually take the Keio Line. 
(1) 私はふだんはバスに乗ります。(a *bus)   (2) 私はふだんは地下鉄に乗ります。(a *subway) 
(3) 私はふだんはタクシーに乗ります。(a *taxi) 
 
４．youの強勢に注意して言いなさい。 
  What do you have for breakfast? ---- I have bread. What do you have for breakfast? 
  Where do you live? ---- I live in Kokubunji City. Where do you live? 

 
U:  Good morning, George. 
G:  Good morning, Miss Ueda. 
    Where do you live? 
U:  I live in Shinjuku. 
G:  Is it far from here? 
U:  Yes, it is. 
G:  How do you come to school? 
U:  I come to school by train. I usually take the Keio Line. 
    How do you come to school, George? 
G:  I walk to school. 
 

U: 上田先生 
G: ジョージ 
ジョージと上田先生が
朝学校へ向かう道で出
会いました。 
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Unit 8-C  上田先生上田先生上田先生上田先生のののの通勤通勤通勤通勤 
 

U: 上田先生  G: ジョージ 
U: おはよう、ジョージ君。 
G: おはようございます、上田先生。どこに住んでいるんですか？ 
U: 新宿に住んでいるのよ。 
G: ここから遠いですか？ 
U: ええ、遠いわ。 
G: どうやって学校に来るんですか？ 
U: 電車で来るの。ふだんは京王線を使うわ。ジョージ君、君はどうやって学校に来るの？ 
G: 歩いて来ます。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(9)  (9)  (9)  (9)  手段手段手段手段をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 howhowhowhow    
HowHowHowHow do you come to school?  あなたはどのようにして学校に来ますか？ 
howは「どのように」と手段をたずねるときに使う疑問詞です。 
Do you come to school by train?  あなたは電車で学校に来ますか？ 
 
How do you come to school?  あなたはどのようにして学校に来ますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Good morning, Miss Ueda.Good morning, Miss Ueda.Good morning, Miss Ueda.Good morning, Miss Ueda.    
◇ Good morning.は「おはようございます」という午前中のていねいなあいさつです。 
◇ Missは未婚の女性の姓につけます。一方、Mrs.は既婚の女性につけます。これらの代わりに使う
ことができるのがMs.で、未婚・既婚に関係なく女性に対して使うことができます。 

Where do you live?Where do you live?Where do you live?Where do you live?    
◇ 「あなたはどこに住んでいますか？」と相手の住所を聞く表現です。 
Is it far from here?Is it far from here?Is it far from here?Is it far from here?    
◇ farは「遠い」という意味で、far from hereで「ここから遠い」となります。 
I come to school by train.I come to school by train.I come to school by train.I come to school by train.    
◇ byは「～によって」という手段を表す前置詞です。 
◇ by trainで「電車で」という意味になり、trainに aや theはつきません。 
I usually take the Keio LiI usually take the Keio LiI usually take the Keio LiI usually take the Keio Line.ne.ne.ne.    
◇ takeはここでは「（交通機関など）に乗る」という意味です。 
◇ lineは電車の路線を表す言葉です。the Keio Lineで「京王線」となります。 
I walk to school.I walk to school.I walk to school.I walk to school.    
◇ walkは「歩く」という意味の動詞です。walk to schoolで「学校へ歩く」つまり「歩いて学校へ
行く」という意味になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(11)  (11)  (11)  (11)  疑問文疑問文疑問文疑問文でででで youyouyouyouをををを強強強強くくくく発音発音発音発音するするするする場合場合場合場合    
How do you come to school, George?のように「一方あなたは？」という気持ちを込めて相手に聞き
返すときは、youを強く発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I live in Shinjuku.   (2) I come to school by train. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How does Misaki come to school? ---- She comes to school by train. 
    (2) How does Naoki come to school? ---- He comes to school by bicycle. 
    (3) How does George come to school? ---- He walks to school. 
    (4) How does Ayaka come to school? ---- She comes to school by bus. 
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Unit 8-D  How many children does he have? 
    

 

 
Words & Phrases    
math math math math !+,D(        名    数学            wife wife wife wife !B)*?(        名    妻    
him him him him !"*+(        代    彼を            children children children children !/:7$;425(    名        ((childの複数形))    
much much much much !+A/:(        副    とても            daughter daughter daughter daughter !;6&0/#4(        名    娘    
us us us us !A3-.#3(        代    私たちを            son son son son !3A5(        名    息子    
parent parent parent parent !EI&#4#5/(        名    親            them them them them !<2+-.<#+(        代    彼らを    
 
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Does Mr. Saito often play tennis with you? 
(2) How many sons does Mr. Saito have? 
    
Practice    
１．例にならって「～をいくつ持っていますか？」と数をたずねる文を作りなさい。 
（例）He has three children. ⇒ How many children does he have? 
(1) Tom has two sisters.    
(2) You have five books. 
(3) She has three dolls.    
(4) Naoki has two bicycles. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）He often plays tennis with us. 
(1) 彼はしばしば私たちといっしょに図書館に行きます。(goes to the library) 
(2) 彼はしばしば私たちといっしょに公園を掃除します。(cleans the park) 
(3) 彼はしばしば私たちといっしょに校庭で遊びます。(plays in the school playground) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We sometimes play tennis with them. 
(1) 私たちはときどき彼らといっしょに働きます。(work) 
(2) 私たちはときどき彼らといっしょにボランティア活動をします。(do volunteer activities) 
(3) 私たちはときどき彼らといっしょに山に登ります。(*climb mountains) 
 
４．動詞＋代名詞の強勢に注意して言いなさい。 
  I know her very well.   We like him very much. 

 
B:  Who is your math teacher? 
T:  Mr. Saito. We like him very much. 
    He often plays tennis with us after school. 
B:  Does he live with his parents? 
T:  No, he lives with his wife and children. 
B:  How many children does he have? 
T:  He has three children. 
    He has one daughter and two sons. 
    We sometimes play tennis with them, too. 
 

B: ベティー  T: 拓也 
ベティーが拓也の数学
の先生についてたずね
ています。 
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Unit 8-D  数学数学数学数学のののの斉藤先生斉藤先生斉藤先生斉藤先生 
 

B: ベティー  T: 拓也 
B: あなたたちの数学の先生は誰？ 
T: 斉藤先生ですよ。僕たちは彼が大好きです。彼は放課後に僕たちといっしょにテニスをします。 
B: 彼はご両親といっしょに住んでいるの？ 
T: いいえ、奥さんとお子さんといっしょに住んでいるんです。 
B: お子さんは何人いるの？ 
T: ３人いますよ。娘さんひとりと、息子さんがふたりいます。 
   僕たちはときどき、彼らともいっしょにテニスをするんですよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(10)  (10)  (10)  (10)  数数数数をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる how manyhow manyhow manyhow many    
How manyHow manyHow manyHow many children does he have?  彼は何人子どもを持っていますか？ 
how many ＋名詞で文を始めると、「いくつの～」という数をたずねる疑問文になります。名詞が複
数形になることに注意してください。 
Does he have three children?  彼は３人の子どもを持っていますか？ 
 
How many children does he have?  彼は何人の子どもを持っていますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
We like him very much.We like him very much.We like him very much.We like him very much.    
◇ himは「彼を」という意味で、これを heの目的格といいます。同様に her（彼女を）は sheの目
的格です。herの場合は所有格（彼女の）と同じ形ですが、himの場合は所有格の his（彼の）と
形が異なるので注意してください。 

◇ like ～ very muchで「～がとても好きである」という意味になります。 
He often plays tennis with us aftHe often plays tennis with us aftHe often plays tennis with us aftHe often plays tennis with us after school.er school.er school.er school.    
◇ with usで「私たちといっしょに」という意味です。usは we の目的格で、このように前置詞の
後に代名詞が来るときは目的格になります。 

Does he live with his parents?Does he live with his parents?Does he live with his parents?Does he live with his parents?    
◇ parentは「親」という意味です。複数形の parentsは「両親」という意味で使います。 
No, he lives with his wife and children.No, he lives with his wife and children.No, he lives with his wife and children.No, he lives with his wife and children.    
◇ children は「子ども」という意味の child の複数形です。このように、複数形にするときに s を
つけずに不規則な変化をする名詞があります。 

He has one daughter and two sons.He has one daughter and two sons.He has one daughter and two sons.He has one daughter and two sons.    
◇ daughter（娘）と son（息子）は対になる単語です。 
◇ one daughterは a daughterと同じことですが、特にひとりであることを強調する場合は oneを
使います。 

We sometimes play tennis with them, too.We sometimes play tennis with them, too.We sometimes play tennis with them, too.We sometimes play tennis with them, too.    
◇ themは theyの目的格です。with themは「彼らといっしょに」という意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(12) (12) (12) (12)     動詞動詞動詞動詞＋＋＋＋代名詞代名詞代名詞代名詞はははは「「「「強強強強    ――――    弱弱弱弱」」」」ののののリズムリズムリズムリズム    
like himのような動詞＋代名詞（目的格）は、動詞を強く言い、代名詞は軽く添えるように言います。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he does.   (2) He has two sons. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How many sisters does Tom have?   (2) How many books do you have? 
    (3) How many dolls does she have?   (4) How many bicycles does Naoki have? 
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Unit 8-E  Exercises (8) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) Ms. White lives in Kokubunji City.  （Kokubunji Cityが答えの中心になる疑問文に） 
(2) He is from Tokyo.  （Tokyoが答えの中心になる疑問文に） 
(3) You have four dictionaries.  （fourが答えの中心になる疑問文に） 
 
【２】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) boy : girl = son : (          ) 
(2) woman : man = wife : (          ) 
(3) student : study = teacher : (          ) 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) He likes sports (          )(          ). 
  彼はスポーツが大好きです。 
(2) Miss Ueda comes to school (          )(          ). 
  上田先生は電車で学校に来ます。 
(3) They sometimes (          )(          ) school. 
  彼らはときどき学校まで歩きます。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Do you know Mr. Saito? 
B: Yes, (1)(he / him / I / know / much / very / well). (2) We often play tennis with him. 
A: (3)(          ) does he come to school? 
B: He comes to school by train. 
(1) かっこ内の単語を並べ替えて「私は彼をとてもよく知っています」という意味の文を作りな
さい（不要な単語が２語ある）。 

(2) 下線部と近い意味になるように次の空所に単語を入れなさい。 
  He often plays tennis with (          ). 
(3) かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Akita is to the west of Iwate. 
(2) Is your wife Japanese or American? 
(3) Mr. Ito usually takes the Chuo Line. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私の家は横浜駅から遠くありません。 
(2) 私の父は郵便局で働いています。 
(3) 山梨は富士山で有名です。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) live       (2) walk      (3) alone 
   children      work         how 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) Jap-a-nese   (2) moun-tain   (3) some-times 
    1  2  3         1    2         1     2 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          ) (          ), Miss Ueda. 
(2) Does he live with (          )(          )? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen: What do you have in your left hand? 
Ayaka: I have some pictures of a famous *festival. 
Helen: Really? What’s the name of the festival? 
Ayaka: It’s the Tanabata Festival in Sendai. 
Helen: Where is Sendai? 
Ayaka: It’s in Tohoku. Takuya likes Tohoku very much. He often goes to Tohoku. 
Helen: How does he go to Tohoku? 
Ayaka: He goes there by train. 
（注）festival 祭り 
 
QUESTIONS（Ayakaのつもりで答えなさい） 
(1) What do you have in your left hand? 
(2) Where is Sendai? 
(3) Who likes Tohoku very much? 
(4) Does Takuya go to Tohoku by bicycle? 
(5) How does Takuya go to Tohoku? 
 
 
 
■シークワーズ 
 
  次のたて、横のどちらかの方向に、FATHER（父）のような家族構成を表す英単語が隠れていま
す。FATHER以外に全部で８個見つけてください。 
 
    Ｈ Ｃ Ｈ Ｉ Ｌ Ｄ Ｒ Ｅ Ｎ Ｏ 
    Ｏ Ｈ Ｕ Ｓ Ｂ Ａ Ｎ Ｄ Ｉ Ｆ 
    Ｕ Ａ Ｓ Ｏ Ｏ Ｕ Ｏ Ｅ Ｎ Ｔ 
    Ｓ Ｉ Ｅ Ｎ Ｏ Ｇ Ｔ Ｓ Ｅ Ｅ 
    Ｅ Ｒ Ｓ Ｇ Ｋ Ｈ Ｅ Ｋ Ｍ Ａ 
    Ｗ Ｅ Ｓ Ｉ Ｓ Ｔ Ｅ Ｒ Ｏ Ｃ 
    Ｉ Ｐ Ｌ Ａ Ｙ Ｅ Ｒ Ｏ Ｔ Ｈ 
    Ｆ Ａ Ｔ Ｈ Ｅ Ｒ Ａ Ｔ Ｈ Ｅ 
    Ｅ Ｎ Ｇ Ｌ Ｉ Ｓ Ｈ Ｅ Ｅ Ｒ 
    Ｔ Ｄ Ｂ Ｒ Ｏ Ｔ Ｈ Ｅ Ｒ Ｄ 
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Unit 9  Ms. White’s English Class 
 
Unit 9-A  Open your books to page 30. 
    

 

 
Words & Phrases    
open open open open !%&'E#5(        動    開く            sit sit sit sit !3*/(        動    座る    
page page page page !E2*;H(        名    ページ            down down down down !;)'5(        副    下へ    
stand stand stand stand !3/,5;(        動    立つ            repeat repeat repeat repeat !4*E70/(        動    繰り返す    
up up up up !AE(        副    上へ                me me me me !+*0-.+*(        代    私を    
sentence sentence sentence sentence !32&5/#53(        名    文            everybody everybody everybody everybody !2&C4*@)>;*(        代    みんな    
 
Practice    
１．例にならって「～しなさい」という命令文を作りなさい。 
（例）You stand up. ⇒ Stand up. 
(1) You use this pen. 
(2) You read this book. 
(3) You study math every day. 
(4) You sit down. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Stand up and read the first sentence. 
(1) 立ち上がってここに来なさい。(come here) 
(2) 立ち上がって私の後について繰り返しなさい。(repeat after me) 
(3) 立ち上がってこの絵を見なさい。(*look at this picture) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I like English very much. 
(1) 私たちは体育が大好きです。(*P.E.) 
(2) 私たちは家庭科が大好きです。(*homemaking) 
(3) 私たちは技術が大好きです。(*industrial arts) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Read this sentence. 
  Study English every day. 
 

 
W:  Open your books to page 30. 
    Naoki. Stand up and read the first sentence. 
N:  Yes.  
    “I like English very much.” 
W:  Good. Sit down. 
    Repeat after me, everybody. 
 

W: ホワイト先生 
N: 直樹 
英語の授業が始まりま
した。ホワイト先生が直
樹に質問しています。 
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Unit 9  ホワイトホワイトホワイトホワイト先生先生先生先生のののの英語英語英語英語のののの授業授業授業授業 
 
Unit 9-A  このこのこのこの文文文文をををを読読読読みなさいみなさいみなさいみなさい 
 

W: ホワイト先生  N: 直樹 
W: 本の 30 ページを開きなさい。直樹君、立って最初の文を読みなさい。 
N: はい。「私は英語が大好きです」。 
W: よろしい。座りなさい。みんな、私の後について繰り返しなさい。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(23)  (23)  (23)  (23)  一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの命令文命令文命令文命令文    
OpeOpeOpeOpennnn your books to page 30.  あなたたちの本の 30 ページを開きなさい。 
人に命令する文（命令文）を作るには、主語を略して動詞で文を始めます。 
You stand up.  あなたは立ち上がります。 
Stand up.  立ち上がりなさい。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Open your books to page 30.Open your books to page 30.Open your books to page 30.Open your books to page 30.    
◇ openは「～を開く」という動詞で、open ～ to page ･･･ で「～の･･･ページを開く」という意
味になります。 

◇ 30は数字をそのまま thirtyと読みます。thirtieth（30 番目の）という序数にはなりません。 
Stand up and read the first sentence.Stand up and read the first sentence.Stand up and read the first sentence.Stand up and read the first sentence.    
◇ stand upは２語で「立ち上がる」という意味です。 
◇ stand up、readというふたつの動詞が andで結ばれています。主語はないので、命令文で「～し
て、･･･しなさい」という意味です。 

““““I like English very much.I like English very much.I like English very much.I like English very much.””””    
◇ 本に出ている文を引用しているため、引用符で囲まれています。 
Good.Good.Good.Good.    
◇ 先生が生徒の答えに対して「よくできました」と言うときの言い方です。 
Sit down.Sit down.Sit down.Sit down.    
◇ sit downは２語で「座る」という意味になります。 
Repeat after me, everybody.Repeat after me, everybody.Repeat after me, everybody.Repeat after me, everybody.    
◇ meは Iの目的格です。前置詞 afterとともに使って「私の後で」となります。 
◇ 人称代名詞の大部分をすでに学習しました。巻末資料「人称代名詞まとめ表」にまとめてありま
すので参照してください。 

◇ everybodyは「全員」という意味ですが、ここでは「みなさん」という呼びかけです。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(9)  (9)  (9)  (9)  命令文命令文命令文命令文ののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
命令文は下がり調子で発音するのが普通です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Use this pen. 
    (2) Read this book. 
    (3) Study math every day. 
    (4) Sit down. 
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Unit 9-B  Don’t look at your textbooks. 
    

 

 
Words & Phrases    
look look look look !$'=(        動    見る            umbrella umbrella umbrella umbrella !A+@42&$#(        名    かさ    
blackboard blackboard blackboard blackboard !@$,&=@6>04;(        名    黒板        mean mean mean mean !+*05(        動    意味する    
everyone everyone everyone everyone !2&C4*BA>5(        代    みんな        textbook textbook textbook textbook !/2&=3/@'>=(        名    教科書    
word word word word !B#04;(        名    単語            all right  all right  all right  all right  よろしい、結構です    
 
Practice    
１．例にならって「～してはいけません」という否定の命令文を作りなさい。 
（例）You don’t look at your textbooks. ⇒ Don’t look at your textbooks. 
(1) You don’t play baseball here. 
(2) You don’t open your books. 
(3) You don’t take your dog to school. 
(4) You don’t stand up. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Look at the blackboard, everyone. 
(1) みんな、写真を見なさい。(picture) 
(2) みんな、窓を見なさい。(*window) 
(3) みんな、壁を見なさい。(*wall) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I take my umbrella to school every day. 
(1) 私は毎日学校に辞書を持って行きます。(dictionary) 
(2) 私は毎日学校に計算機を持って行きます。(*calculator) 
(3) 私は毎日学校にテープ・レコーダーを持って行きます。(*tape recorder) 
 
４．冠詞を弱く発音することに注意して言いなさい。 
  Make a sentence with the word “English.” 
  She’s a member of the softball club. 

 
W:  Look at the blackboard, everyone. 
    Shohei. Read this word. 
S:  OK. “Umbrella.” 
W:  What does it mean in Japanese? 
    Don’t look at your textbooks. 
S:  It means “kasa.” 
W:  Good. 
    Ayaka. Make a sentence with the word “umbrella.” 
A:  All right. “I take my umbrella to school every day.” 
W:  Very good. 
 

W: ホワイト先生 
S: 翔平  A: 綾香 
英語の授業中、ホワイト
先生が翔平と綾香に指
示しています。 
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Unit 9-B  このこのこのこの単語単語単語単語をををを使使使使ってってってって文文文文をををを作作作作りなさいりなさいりなさいりなさい 
 

W: ホワイト先生  S: 翔平  A: 綾香 
W: みんな、黒板を見なさい。翔平君。この単語を読みなさい。 
S: はい。「umbrella」です。 
W: 日本語ではどのような意味ですか？ テキストを見ないように。 
S: 「かさ」という意味です。 
W: よろしい。綾香さん。「かさ」という単語を使って文を作りなさい。 
A: わかりました。「私は毎日かさを学校に持って行きます」。 
W: 大変よろしい。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(24)  (24)  (24)  (24)  一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの否定否定否定否定のののの命令文命令文命令文命令文    
DonDonDonDon’’’’t lookt lookt lookt look at your textbooks.  テキストを見てはいけません。 
「～してはいけません」という否定の命令文は、Don’t＋動詞で文を始めます。 
You don’t look at your textbooks.  あなたはテキストを見ません。 
Don’t look at your textbook.  テキストを見てはいけません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Look at the blackboard, everyone.Look at the blackboard, everyone.Look at the blackboard, everyone.Look at the blackboard, everyone.    
◇ lookは「見る」という動詞で、「～を見る」という場合は look at ～とします。watchはテレビや
スポーツの試合など動きのある物を見るときに使うのに対して、look atは止まっているものを見
る場合に使います。 

◇ everyoneは everybodyと同じ意味で、ここでは「みなさん」という呼びかけです。 
What does it What does it What does it What does it mean in Japanese?mean in Japanese?mean in Japanese?mean in Japanese?    
◇ mean は「～を意味する」という動詞です。全体で「それは日本語で何を意味しますか？」とな
ります。 

◇ Japaneseはここでは「日本語」という意味で、in Japaneseは「日本語では」という意味です。 
It means It means It means It means ““““kasakasakasakasa....””””    
◇ kasaが斜めの字で書かれているのは、英語から見て外国語であることを表しています。この字体
を斜字体またはイタリック体といいます。 

Make a sentence with the word Make a sentence with the word Make a sentence with the word Make a sentence with the word ““““umbrella.umbrella.umbrella.umbrella.”””” 
◇ the word “umbrella”で「umbrellaという単語」という意味になります。 
◇ withはここでは「～を使って」の意味です。 
All right.All right.All right.All right.    
◇ 「承知しました」という意味の決まり文句です。 
I take my umbrella to school every day.I take my umbrella to school every day.I take my umbrella to school every day.I take my umbrella to school every day.    
◇ この takeの意味は「（物を）持っていく」です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(13)  (13)  (13)  (13)  冠詞冠詞冠詞冠詞はははは弱弱弱弱くくくく発音発音発音発音    
aや theといった冠詞は一種の形容詞ですが、これらには強勢を置きません。Make a sentence with 
the word “umbrella.”という文は、make、sentence、word、umbrellaを強く言い、aと theはとも
に弱い発音になります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Don’t play baseball here.   (2) Don’t open your books. 
    (3) Don’t take your dog to school.   (4) Don’t stand up. 
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Unit 9-C  Be quiet, everybody. 
    

 

 
Words & Phrases    
listen listen listen listen !$735(        動    聴く            be be be be !@*0-.@*(        動    ～である    
tape tape tape tape !/2*E(        名    テープ            quiet quiet quiet quiet !=B)&*#/(        形    静かな    
question question question question !=B2&3/:#5(        名    問題        talk talk talk talk !/60=(        動    話す    
answer answer answer answer !,&53#4(        名    答え            put put put put !E'/(        動    置く    
notebook notebook notebook notebook !5%&'/@'>=(        名    ノート        pencil pencil pencil pencil !E2&53#$(        名    鉛筆    
 
Practice    
１．例にならって命令文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You are quiet. ⇒ Be quiet. 
(1) You are a good boy.    
(2) You are a good girl. 
(3) You are *kind to everyone.    
(4) You are *happy. 
（注）kind 親切な   happy 幸せな 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Listen to the tape, everybody. 
(1) みんな、ＣＤを聞きなさい。(*CD) 
(2) みんな、レコードを聞きなさい。(*record) 
(3) みんな、会話を聞きなさい。(*conversation) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Put your pencils on the desk. 
(1) ノートを机の上に置きなさい。(notebooks) 
(2) 消しゴムを机の上に置きなさい。(*erasers) 
(3) 定規を机の上に置きなさい。(*rulers) 
 
４．theの発音に注意して言いなさい。 
  the answer   the umbrella  
  the old museum   the English book 

 
W:  Listen to the tape, everybody. 
    You have four questions. 
    Write the answers in your notebooks in English. 
    Be quiet, everybody.  
    Don’t talk. 
    Put your pencils on your desks. 
    Takuya. Write your answers on the blackboard. 
T:  Yes, Ms. White. 
 

W: ホワイト先生 
T: 拓也 
聞き取りテストが始ま
りました。ホワイト先生
が拓也を指名します。 
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Unit 9-C  テープテープテープテープをををを聴聴聴聴ききききなさいなさいなさいなさい 
 

W: ホワイト先生  T: 拓也 
W: みんな、テープを聴きなさい。 
  ４つの質問があります。 
  ノートにその答えを英語で書きなさい。 
  みんな静かにしなさい。話をしてはいけません。 
  鉛筆を机の上に置きなさい。 
  拓也君。答えを黒板に書きなさい。 
T: はい、ホワイト先生。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(25)  be(25)  be(25)  be(25)  be動詞動詞動詞動詞のののの命令文命令文命令文命令文    
BeBeBeBe quiet, everybody.  みんな、静かにしなさい。 
be動詞の文を命令文にするときは、beで文を始めます。 
be は am、are、is のもとの形（これを動詞の原形といいます）であり、主語によってそれぞれ形を
変えていると考えてください。これに対して playのような一般動詞の場合は、原形が playで、主語
が I、youや複数のときは原形がそのまま使われます。主語が３人称単数になると playsとなります。
命令文になると動詞の原形で文を始めるという点では、be動詞も一般動詞も同じです。 
You are quiet.  あなたは静かです。 
Be quiet.  静かにしなさい。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Listen to the tape, everybody.Listen to the tape, everybody.Listen to the tape, everybody.Listen to the tape, everybody.    
◇ listenは「聴く」という動詞で、「～を聴く」という場合は listen to ～とします。 
You have four questions.You have four questions.You have four questions.You have four questions.    
◇ 「あなたたちは４つの質問を持ちます」つまり「（これから私が）あなたたちに４つの質問を出し
ます」ということを表しています。 

Write the answers in your notebooks in English.Write the answers in your notebooks in English.Write the answers in your notebooks in English.Write the answers in your notebooks in English.    
◇ write ～ in ･･･で「･･･（の中）に～を書く」となります。 
◇ answerは question（質問）に対する「答え」という意味です。 
DonDonDonDon’’’’t talk.t talk.t talk.t talk.    
◇ talkは「話をする」という意味の動詞で、Don’t talk.で「話をしてはいけません」となります。 
Put your pencils on your desks.Put your pencils on your desks.Put your pencils on your desks.Put your pencils on your desks.    
◇ putは「～を置く」という意味の動詞です。put ～ on the desksで「～を机の上に置く」となり
ます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(6)  the(6)  the(6)  the(6)  theのののの発音発音発音発音    
theは、母音の前では!<#(ではなく!<*0(という発音になります。the answersの部分に注意してくださ
い。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Be a good boy. 
    (2) Be a good girl. 
    (3) Be kind to everyone. 
    (4) Be happy. 
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Unit 9-D  Please speak slowly. 
    

 

 
Words & Phrases    
please please please please !E$*0F(        動    どうぞ～してください    understand understand understand understand !A>5;#43/,&5;(        動    理解する    
speak speak speak speak !3E*0=(        動    話す            say say say say !32*(        動    言う    
slowly slowly slowly slowly !3$%&'$*(        副    ゆっくりと        again again again again !#92&5(        副    もう一度    
favorite favorite favorite favorite !?2&*C#4*/(        形    お気に入りの        last last last last !$,3/(        形    最後の    
actress actress actress actress !,&=/4*3(        名    女優            now now now now !5)'(        副    今    
 
Practice    
１．例にならって「～してください」という依頼の文を作りなさい。 
（例）You speak slowly. ⇒ Please speak slowly. 
(1) You repeat the sentence. 
(2) You say it again. 
(3) You answer my questions. 
(4) You write the word here. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Who is your favorite actress? 
(1) あなたのお気に入りの先生は誰ですか？ (teacher) 
(2) あなたのお気に入りの俳優は誰ですか？ (actor) 
(3) あなたのお気に入りの歌手は誰ですか？ (*singer)  
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Please say it again. 
(1) もう一度それを書いてください。(write) 
(2) もう一度それを飲んでください。(drink) 
(3) もう一度それを読んでください。(read) 
 
４．疑問詞の強勢に注意して言いなさい。 
  How do you go to school? 
  Who plays the piano? 

 
W:  Kenta. Answer my question in English. 
K:  All right. Please speak slowly. 
W:  Who is your favorite actress? 
K:  I don’t understand. Please say it again. 
W:  All right. Who is your favorite actress? 
K:  Favorite… Please repeat the last word. 
W:  OK. Actress. 
K:  Now I understand. My favorite actress is Marilyn 

Monroe. 
 

W: ホワイト先生 
K: 健太 
ホワイト先生が健太に
英語の口頭試問をして
います。 
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Unit 9-D  質問質問質問質問にににに英語英語英語英語でででで答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい 
 

W: ホワイト先生  K: 健太 
W: 健太君。私の質問に英語で答えなさい。 
K: わかりました。ゆっくり話してください。 
W: あなたの一番お気に入りの女優は誰ですか？ 
K: わかりません。もう一度言ってください。 
W: いいですよ。あなたの一番お気に入りの女優は誰ですか？ 
K: 一番お気に入りの･･･。最後の単語を繰り返してください。 
W: はい。女優。 
K: 今わかりました。僕の一番お気に入りの女優は、マリリン・モンローです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(26)  please(26)  please(26)  please(26)  pleaseをををを使使使使ったったったった依頼依頼依頼依頼のののの文文文文    
Please speakPlease speakPlease speakPlease speak slowly.  どうかゆっくり話してください。 
ていねいにお願いする文を作るには、命令文の前か後に pleaseをつけます。 
Speak slowly.  ゆっくり話しなさい。 
Please speak slowly.  どうかゆっくり話してください。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Answer my question in English.Answer my question in English.Answer my question in English.Answer my question in English.    
◇ answerは「～に答える」という動詞になります。 
Please sPlease sPlease sPlease speak slowly.peak slowly.peak slowly.peak slowly.    
◇ 相手の英語が速すぎて聞き取れないと思ったときは、このように相手に頼んで、聞き取れるよう
にゆっくり言ってもらいます。 

◇ slowlyは「ゆっくり、遅く」という意味で、slow（遅い）という形容詞に lyがついた形です。こ
のように、形容詞に-lyがついて「～に」という副詞になるものが多くあります。 

Who is your favorite actress?Who is your favorite actress?Who is your favorite actress?Who is your favorite actress?    
◇ favoriteは「お気に入りの」という意味です。 
◇ actressは「女優」という意味で、actor（男優）に対する女性を表す語です。 
I donI donI donI don’’’’t understand.t understand.t understand.t understand.    
◇ 相手の言ったことがわからないときに使う表現です。understandは「理解する」という意味です。 
Please say it again.Please say it again.Please say it again.Please say it again.    
◇ sayは「言う」という意味で、say it againは「それをもう一度言う」となります。 
◇ itは「それを」という目的格での用法です。 
Please repeat the last word.Please repeat the last word.Please repeat the last word.Please repeat the last word.    
◇ last wordは「最後の単語」つまり、相手が最後に言った actressという単語を指しています。 
Now I understand.Now I understand.Now I understand.Now I understand.    
◇ nowは「今」という意味で、「今（ようやく）私は理解できている」ということを表しています。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(14)  (14)  (14)  (14)  疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞はははは強強強強くくくく発音発音発音発音    
代名詞は普通弱い発音ですが、疑問詞（疑問代名詞）は例外で、Who is your favorite actress?のWho
などは強く発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Please repeat the sentence.   (2) Please say it again. 
    (3) Please answer my questions.   (4) Please write the word here. 
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Unit 9-E  Exercises (9) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) You come here.  （命令文に） 
(2) You don’t put your pencils.  （命令文に） 
(3) You are a good girl.  （命令文に） 
 
【２】（前置詞）次のかっこ内にあてはまる適当な前置詞を下から選びなさい。 
(1) Look (          ) this picture, everyone. 
(2) Make a sentence (          ) the word “English.” 
(3) Listen (          ) this tape, everybody. 
  at   in   on   to   with 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) he : him = I : (          ) 
(2) man : woman = actor : (          ) 
(3) go : come = up : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) your books to (          ) 20. 
  本の 20 ページを開きなさい。 
(2) (          )(          ), Helen. 
  ヘレンさん、立ちなさい。 
(3) Please (          ) these (          ). 
  どうかこれらの質問に答えてください。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Please repeat the last sentence. 
(2) Who is your favorite teacher? 
(3) Do you usually take your umbrella to school? 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) この単語は日本語でどういう意味になりますか？ 
(2) どうかもう一度その文を書いてください。 
(3) ここに来てあなたの名前を黒板に書きなさい。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) put       (2) station      (3) now 
   good         question       slowly 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) um-brel-la   (2) fa-vor-ite   (3) un-der-stand 
   1   2   3       1  2  3       1  2    3 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          )(          ), everybody. 
(2) Good. (          )(          ).  
(3)                                                  
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【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen:  What kind of sports do you play, George? 
George: I play *cricket. 
Helen:  What is it? 
George: It’s a sport like baseball. It’s a *popular sport in Britain.  
        I have two bats and two gloves. 
Helen:  That’s great. Do you play baseball, too? 
George: No, but I sometimes watch baseball games on *TV.  
Helen:  Who is your favorite baseball player? 
George: My favorite baseball player is Suzuki Ichiro. 
Helen:  Is he Japanese? 
George: Yes, but he lives in America now. He’s in a baseball team in America. 
（注）cricket クリケット   popular 人気のある   TV テレビ 
 
QUESTIONS（Georgeのつもりで答えなさい） 
(1) What kind of sports do you play? 
(2) How many bats do you have? 
(3) Do you sometimes watch baseball games on TV? 
(4) Do you like Suzuki Ichiro? 
(5) Where does Suzuki Ichiro live? 
 
 
 
■クロスワードパズル 
 

1  2  3 

     

4   5  

  6   

7OOOO     

 
（ヨコのカギ） 
１：What does she play? ---- She (          ) tennis. 
４：Look (          ) the blackboard, everyone. 
５：What does “umbrella” mean (          ) Japanese? 
７：Is that dog yours? ---- Yes, it’s (          ). 
 
（タテのカギ） 
１：What does she play? ---- She plays the (          ). 
２：My father is (          ) office worker. 
３：What does she (          )? ---- She sings classical music. 
６：Is this a mouse (          ) a hamster? ---- It’s a hamster. 
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Unit 10  Welcome to Japan 
 
Unit 10-A  Let’s go to my house. 
    

 

 
Words & Phrases    
Excuse me.  Excuse me.  Excuse me.  Excuse me.  すみません。            long long long long !$608(        形    長い    
welcome welcome welcome welcome !B2&$=#+(        形    歓迎される        way way way way !B2*(        名    道    
Japan Japan Japan Japan !;H#E,&5(        名    日本            taxi taxi taxi taxi !/,&=3*(        名    タクシー    
letletletlet’’’’s s s s !$2/3(        ～しましょう            OK  OK  OK  OK  よろしい    
near near near near !5*#4(        前    ～の近くに                        
 
Practice    
１．例にならって「～しましょう」という勧誘の文を作りなさい。 
（例）We go to my house. ⇒ Let’s go to my house. 
(1) We study English.   (2) We play baseball. 
(3) We have breakfast.   (4) We take a bus. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Welcome to Japan. 
(1) 長崎へようこそ。(Nagasaki) 
(2) 私の家へようこそ。(my house) 
(3) 私たちの学校へようこそ。(our school) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Is your house near here? 
(1) あなたのマンションはここから近いですか？ (*apartment house) 
(2) あなたの学校はここから近いですか？ (school) 
(3) あなたの塾はここから近いですか？ (juku) 
 
４．youの強勢に注意して言いなさい。 
  Nice to meet you. ---- Nice to meet you, too. 
  How are you? ---- Fine, thank you. How are you? 

 
A:  Excuse me. Are you Paul Johnson? 
P:  Yes, I am. 
A:  Hello, Paul. I’m Ayaka.  
    Welcome to Japan. 
P:  Hello, Ayaka. Nice to meet you. 
A:  Nice to meet you, too. 
    Now, Paul. Let’s go to my house. 
P:  Yes, let’s go. Is it near here? 
A:  No, it’s a long way from here. Let’s take a taxi. 
P:  OK. 
 

A: 綾香  P: ポール 
留学生のポールが日本
へやって来ました。綾香
が空港で迎えます。 
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Unit 10  日本日本日本日本へようこそへようこそへようこそへようこそ 
 
Unit 10-A  ポールポールポールポールがががが日本日本日本日本にににに到着到着到着到着 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: すみません。ポール・ジョンソンさんですか？ 
P: はい、そうです。 
A: こんにちは、ポールさん。綾香です。日本へようこそ。 
P: こんにちは、綾香さん。はじめまして。 
A: こちらこそ、はじめまして。さあ、ポールさん。私の家に行きましょう。 
P: はい、行きましょう。この近くですか？ 
A: いいえ、ここからは遠いんです。タクシーに乗りましょう。 
P: はい。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(27)  (27)  (27)  (27)  勧誘勧誘勧誘勧誘をををを表表表表すすすす letletletlet’’’’ssss    
LetLetLetLet’’’’ssss go to my house.  私の家に行きましょう。 
「～しましょう」という勧誘の文は、Let’s＋動詞になります。これに対して「はい、そうしましょう」
という答えは Yes, let’s.ですが、OK.や All right.という答え方もあります。「いいえ、やめましょう」
は No, let’s not.ですが、失礼になる場合があるので、代わりにおわびの言葉（「ごめんなさい」とい
う意味の I’m sorry.など）や別の提案を言うのが普通です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Excuse me.Excuse me.Excuse me.Excuse me.    
◇ 「すみません」と相手にていねいに話しかけるときの表現です。 
Are you Paul Johnson?Are you Paul Johnson?Are you Paul Johnson?Are you Paul Johnson?    
◇ 会ったことのない人と待ち合わせをして、それらしき人に声をかけるときの表現です。 
Welcome to Japan.Welcome to Japan.Welcome to Japan.Welcome to Japan.    
◇ 主語と動詞（You are）が省略された形ですが、「～へようこそ」という決まった言い方です。

welcomeは「歓迎されている」がもとの意味です。 
Now, Paul.Now, Paul.Now, Paul.Now, Paul.    
◇ nowは「今」という意味から転じて「さあ」「さて」と感動詞的に使われることがあります。 
Is it near here?Is it near here?Is it near here?Is it near here?    
◇ nearは「～の近くに」という意味の前置詞で、near hereで「この近くに」となります。isは「～
にある」という存在を示す be動詞です。 

No, iNo, iNo, iNo, itttt’’’’s a long way from here.s a long way from here.s a long way from here.s a long way from here.    
◇ longは「長い」、wayは「道」（ここでは「道のり」）という意味で、「それはここから長い道のり
です」つまり「それはここから遠いです」という意味になります。「～から遠い」は far from ～を
すでに習いましたが、疑問文や否定文以外では a long way from ～のほうが普通の言い方です。 

 
発音発音発音発音ののののポイポイポイポイントントントント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(16)  Nice to meet you.(16)  Nice to meet you.(16)  Nice to meet you.(16)  Nice to meet you.のののの発音発音発音発音    
Nice to meet you.と最初に声をかけるときは niceとmeetを強く言いますが、それに対して「こちら
こそよろしく」というつもりで Nice to meet you.と言い返すときは、youも強くなります。これは、
How are you?の場合も同じことがあてはまります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Let’s study English.   (2) Let’s play baseball. 
    (3) Let’s have breakfast.   (4) Let’s take a bus. 
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Unit 10-B  Don’t be shy. 
    

 

 
Words & Phrases    
shy shy shy shy !:)*(        形    恥ずかしがりの        shoe shoe shoe shoe !:'0(        名    靴    
off off off off !60?(        副    離れて                wear wear wear wear !BI#4(        動    着る、身につける    
take off  take off  take off  take off  脱ぐ        
 
Practice    
１．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You’re not shy. ⇒ Don’t be shy. 
(1) You’re not *afraid.   
(2) You’re not *nervous.   
(3) You’re not a bad boy. 
(4) You’re not *noisy. 
（注）afraid こわがっている   nervous 緊張している   noisy うるさい 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Please take off your shoes here. 
(1) ここで（ふちのある）帽子を脱いでください。(*hat) 
(2) ここで（ふちのない）帽子を脱いでください。(*cap) 
(3) ここでスリッパを脱いでください。(*slippers) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We don’t wear shoes in the house. 
(1) 私たちは家の中でコートを着ません。(a *coat) 
(2) 私たちは家の中でレインコートを着ません。(a *raincoat) 
(3) 私たちは家の中で手袋をしません。(gloves) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  In America, we wear shoes in the house. 
  In Japan, we study English in high school. 
    

 
A:  Paul, this is my mother. 
P:  Hello, Mrs. Yoshida. 
Y:  Hello, Paul. Welcome to our house. 
    Please come in. Don’t be shy. 
P:  Thank you. 
Y:  Oh! Please take off your shoes here. 
P:  Really? 
Y:  In Japan, we don’t wear shoes in the house. 
 

A: 綾香   
P: ポール  Y: 綾香の母 
ポールがホームステイ
先の綾香の家に着きま
した。綾香の母が出迎え
ます。 
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Unit 10-B  日本日本日本日本のののの家家家家ではではではでは靴靴靴靴をはかないをはかないをはかないをはかない 
 

A: 綾香  P: ポール  Y: 綾香の母 
A: ポール、これが私の母よ。 
P: こんにちは、吉田さん。 
Y: こんにちは、ポール君。私たちの家にようこそ。どうぞ、お入りください。 
   恥ずかしがらないで。 
P: ありがとうございます。 
Y: あら。ここで靴を脱いで。 
P: 本当に？ 
Y: 日本では、私たちは家の中で靴をはかないのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(28)  be(28)  be(28)  be(28)  be動詞動詞動詞動詞のののの否定否定否定否定のののの命令文命令文命令文命令文    
DonDonDonDon’’’’t bet bet bet be shy.  恥ずかしがらないで。 
be動詞の文の命令形は Be ～.で、これを否定の命令文にするには、Don’t be ～.とします。be動詞
の文で doや don’tを使うのは否定の命令文の場合のみなので、注意が必要です。 
You are not shy.  あなたは恥ずかしがりません。 
Don’t be shy.  恥ずかしがらないで。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Please come in.Please come in.Please come in.Please come in.    
◇ come inは「中に入る」という意味で、inは「中に」という副詞です。inの後には名詞が来ませ
ん。 

DonDonDonDon’’’’t be shy.t be shy.t be shy.t be shy.    
◇ shyは「恥ずかしがりの」という意味です。動詞ではなく形容詞なので、beを忘れないよう注意
が必要です。 

Please take off your shoes here.Please take off your shoes here.Please take off your shoes here.Please take off your shoes here.    
◇ take offは「～を脱ぐ」という意味の熟語です。offは「離れて」という意味を表す副詞で、動詞
と結びついていろいろな熟語を作ります。 

◇ shoeは「靴」という意味で、靴のようにふたつで一組になる物は複数形になるのが普通です。 
In Japan, we donIn Japan, we donIn Japan, we donIn Japan, we don’’’’t wear shoes in the house.t wear shoes in the house.t wear shoes in the house.t wear shoes in the house.    
◇ In Japan, ～.は「日本では、～」と日本の習慣などを説明するときに使います。 
◇ we は「私たちは」という意味ですが、ここでは話し手が日本に住む人であり、「私たち日本に住
む人々は（一般に）」という意味が込められています。 

◇ wearは「～を身につける」という状態を表す動詞で、日本語の「（服など）を着る」「（ズボンな
ど）をはく」「（帽子など）をかぶる」はすべて wearで表すことができます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(10)  (10)  (10)  (10)  文文文文がががが続続続続くことをくことをくことをくことを示示示示すすすす中間調中間調中間調中間調    
In Japan, we don’t wear shoes in the house.という文のイントネーションについて考えます。In 
Japanまでを上がり調子で言うと「日本ですか？」と質問しているように聞こえてしまうので間違い
です。また、下がり調子で言うと、そこで文が切れるように聞こえてしまいます。そこで、下がり調
子で発音しながら最後に軽く上げる、いわば中間調で発音すればうまく聞こえます。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Don’t be afraid.   (2) Don’t be nervous. 
    (3) Don’t be a bad boy.   (4) Don’t be noisy. 
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Unit 10-C  How interesting! 
    

 
 
  

 
Words & Phrases    
wherewherewherewhere’’’’s s s s !"BI#4F(        ((where isの短縮形))    night night night night !5)*/(        名    夜    
bed bed bed bed !@2;(        名    ベッド            back back back back !@,=(        副    後ろへ    
sleep sleep sleep sleep !3$*0E(        動    眠る            morning morning morning morning !+6&045*8(        名    午前、朝    
closet closet closet closet !=$)&F*/(        名    押入れ            interesting interesting interesting interesting !75/#4*3/*8(        形    おもしろい    
out out out out !)'/(        副    外へ                        
 
Practice    
１．例にならって「なんて～なのでしょう！」という感嘆文を作りなさい。 
（例）It’s very interesting. ⇒ How interesting! 
(1) It’s very beautiful.    
(2) It’s very cute.    
(3) It’s very big.   
(4) It’s very nice. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Where’s my bed? 
(1) 私のかばんはどこですか？ (bag) 
(2) 私の財布（小銭入れ）はどこですか？ (*purse) 
(3) 私の財布（札入れ）はどこですか？ (*wallet) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Your futon is in that closet. 
(1) あなたのコートはあのロッカーの中にあります。(*coat, *locker) 
(2) あなたの本はあの机の中にあります。(book, desk) 
(3) あなたのかさはあの箱の中にあります。(umbrella, *box) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  How cute!   
  How beautiful! 

 
A:  This is your room. 
P:  Oh, it’s a nice room. 
    But where’s my bed? 
A:  We sleep on a futon. 
    Your futon is in that closet. 
    Take it out at night and put it back in the morning. 
P:  How interesting! 
 

A: 綾香  P: ポール 
綾香がポールに案内し
た部屋は和室でした。 
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Unit 10-C  ベッドベッドベッドベッドとふとんとふとんとふとんとふとん 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: ここがあなたの部屋よ。 
P: いい部屋だな。でも、僕のベッドはどこ？ 
A: 私たちはふとんで寝るのよ。あなたのふとんはあの押入れの中にあるわ。 
   夜に取り出して、朝しまうのよ。 
P: なんておもしろいんだ！ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(29)  how(29)  how(29)  how(29)  howでででで始始始始まるまるまるまる感嘆文感嘆文感嘆文感嘆文    
HowHowHowHow interesting!  なんておもしろいのでしょう！ 
「なんて～なのでしょう！」という感嘆を表す文（感嘆文）を作るには、How の後に形容詞をつけ
ます。主語と動詞を省略せずに言う場合は、How interesting it is!のように How ＋形容詞の後につ
けます。文の最後は感嘆符をつけます。 
It’s very interesting.   それは非常におもしろいです。 
How interesting (it is)!   なんておもしろいのでしょう！ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
But whereBut whereBut whereBut where’’’’s my bed?s my bed?s my bed?s my bed?    
◇ 「私の～はどこですか？」と自分のものの場所を聞くには、すでに習った whereを使ってWhere 

is my ～?とします。where’sは where isの短縮形です。 
We sleep on a We sleep on a We sleep on a We sleep on a futonfutonfutonfuton....    
◇ futonは日本語の「ふとん」で、イタリック体で書きます。sleep on a futonで「ふとんで眠る」
という意味になります。 

Your Your Your Your futonfutonfutonfuton is in that closet. is in that closet. is in that closet. is in that closet.    
◇ be動詞の isは「～にある」という存在を表します。「あなたのふとんは、あの押入れの中にあり
ます」という意味になります。 

Take it out at night and put it back in the morniTake it out at night and put it back in the morniTake it out at night and put it back in the morniTake it out at night and put it back in the morning.ng.ng.ng.    
◇ take outは「～を外に出す」という意味です。outは「外へ」という意味の副詞で、takeなどの
動詞と結びついて熟語を作ります。itのような人称代名詞の場合には、take out itではなく take it 
outの語順にするのが普通です。 

◇ nightは「夜」という意味で、「夜に」と言うには at nightとします。atはこのように、時を表す
前置詞として使うこともできます。 

◇ put backは「～をもとの場所に戻す」「～をしまう」という意味です。backは「もとへ」という
意味の副詞で、やはりいろいろな動詞と結びつけて熟語を作ることができます。itのような人称代
名詞の場合には、put back itではなく put it backの語順にするのが普通です。 

◇ in the morningは「朝に」「午前中に」という意味です。inは atと同じように、場所だけでなく
時を表す前置詞にもなります。 

◇ andはここでは、take it out at night（夜にそれを取り出す）と put it back in the morning（朝
にそれをしまう）をつないでいます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(11) (11) (11) (11)     感嘆文感嘆文感嘆文感嘆文ののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
感嘆文は下がり調子で発音します。また、感激の気持ちを込めて言うことも大切です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How beautiful!   (2) How cute!   (3) How big!   (4) How nice! 
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Unit 10-D  What a nice smell! 
    

 

 
Words & Phrases    
ready ready ready ready !42&;*(        形    準備ができている        food food food food !?'0;(        名    食べ物    
dining room  dining room  dining room  dining room  食堂                chopstick chopstick chopstick chopstick !/:)&E3/G=(        名    はし    
smell smell smell smell !3+2$(        名    におい            delicious delicious delicious delicious !;*$7:#3(        形    おいしい    
 
Practice    
１．例にならって「なんという～なのでしょう！」という感嘆文を作りなさい。 
（例）It’s a very nice smell. ⇒ What a nice smell! 
(1) It’s a very beautiful garden.    
(2) It’s a very heavy bag.    
(3) It’s a very old house. 
(4) She’s a very pretty girl. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）This is tempura, a kind of Japanese food. 
(1) これはけん玉といって、日本のおもちゃの一種です。(kendama, toy) 
(2) これは浮世絵といって、日本の美術の一種です。(ukiyoe, art) 
(3) これは演歌といって、日本の歌の一種です。(enka, song) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）How do you use chopsticks? 
(1) フォークをどうやって使いますか？ (a *fork) 
(2) のこぎりをどうやって使いますか？ (a *saw) 
(3) かなづちをどうやって使いますか？ (a *hammer) 
 
４．名詞＋名詞の強勢に注意して言いなさい。 
  Is he in the swimming club?    
  He’s an office worker. 

 
A:  Dinner is ready. 
    Let’s go to the dining room. 
P:  Oh, what a nice smell! 
A:  This is tempura, a kind of Japanese food. 
P:  How do you use chopsticks? 
A:  Like this. 
P:  Thank you. Oh, it’s delicious. 
A:  Do you like it? 
P:  Yes, I like it very much. 
 

A: 綾香  P: ポール 
夕食の時間に、みんなが
食卓に集まってきまし
た。 
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Unit 10-D  日本日本日本日本のののの夕食夕食夕食夕食 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: 夕食の準備ができているわ。食堂へ行きましょう。 
P: わあ、なんていいにおいなんだろう。 
A: これは天ぷらといって、和食の一種よ。 
P: おはしをどうやって使うの？ 
A: こうやって。 
P: ありがとう。おー、これはおいしいや。 
A: 気に入った？ 
P: うん、とても。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        基本的基本的基本的基本的なななな文文文文(30)  what(30)  what(30)  what(30)  whatでででで始始始始まるまるまるまる感嘆文感嘆文感嘆文感嘆文    
WhatWhatWhatWhat a nice smell!  なんといういいにおいでしょう！ 
「なんという～なのでしょう！」という名詞を使った感嘆文を作るには、what を使います。主語と
動詞を省略せずに言う場合は、What a nice smell it is!のように最後に主語と動詞をつけます。文の
最後は感嘆符をつけます。 
It’s a very nice smell.   それはいいにおいです。 
What a nice smell (it is)!  なんといういいにおいでしょう！ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Dinner is ready.Dinner is ready.Dinner is ready.Dinner is ready.    
◇ readyは「準備ができている」という形容詞です。Dinner is ready.で「夕飯の準備ができている」
という意味になります。 

This is This is This is This is tempuratempuratempuratempura, a kind o, a kind o, a kind o, a kind of Japanese food.f Japanese food.f Japanese food.f Japanese food.    
◇ tempuraは日本語の「天ぷら」です。m、b、pの後の「ん」はmになります。 
◇ Japaneseは、ここでは「日本の」という形容詞で使われています。 
◇ foodは「食べ物」全般を指す名詞で、a foodや foodsとはしません。 
◇ a kind of Japanese foodで「日本の食べ物の一種」という意味になり、tempuraを説明していま
す。コンマを使って tempura, a kind of Japanese foodで「天ぷらという和食の一種」となります。 

How do you use chopsticks?How do you use chopsticks?How do you use chopsticks?How do you use chopsticks?    
◇ chopsticksは「はし」で、２本１組なので複数形になります。 
◇ How do you use ～?は、「～をどのように使いますか？」という、道具などの使い方をたずねる疑
問文です。 

Like thisLike thisLike thisLike this....    
◇ You use chopsticks like this.を略した言い方で、「こうやって」という意味になります。likeは「～
のように」という意味です。この表現を使うときには必ず身ぶり（ジェスチャー）で説明します。 

Oh, itOh, itOh, itOh, it’’’’s s s s deliciousdeliciousdeliciousdelicious....    
◇ delicious は「おいしい」という意味です。英語には「いただきます」にあたる言葉がないので、
このように言いながら食べ始めることが多いです。 

Do you like it?Do you like it?Do you like it?Do you like it?    
◇ ここでは「それ（天ぷら）を気に入っていますか？」といったニュアンスになります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(17)  (17)  (17)  (17)  「「「「名詞名詞名詞名詞＋＋＋＋名詞名詞名詞名詞」」」」のののの原則原則原則原則はははは、、、、始始始始めのめのめのめの名詞名詞名詞名詞をををを強強強強くくくく発音発音発音発音    
dining（食事）＋room（部屋）＝dining room（食堂）のように、名詞がつながってひとつの名詞の
役割をもつ場合は、最初の名詞を強く発音するのが原則です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What a beautiful garden!   (2) What a heavy bag! 
    (3) What an old house!   (4) What a pretty girl! 
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Unit 10-E  Exercises (10) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) You are not shy.  （命令文に） 
(2) We read this book.  （Let’sで始まる文に） 
(3) This is a very interesting book.  （Whatで始まる感嘆文に） 
 
【２】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Let’s (          ) a (          ). 
  タクシーに乗りましょう。 
(2) (          )(          ) our city. 
  私たちの市へようこそ。 
(3) Our school is a (          )(          ) from here. 
  私たちの学校はここから遠いです。 
 
【３】（会話）次の各文に対する答えを下から選びなさい。 
(1) Nice to meet you. 
(2) How do you use chopsticks? 
(3) Please come in. 
  1. Thank you.   2. Yes, let’s.   3. Like this.   4. Nice to meet you, too.   5. Yes, I am. 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Where is my futon? 
B: (1) (closet / futon / in / is / that / your). (2) Take it out at night. 
A: (3) (How, What) interesting! 
(1) かっこ内の単語を並べ替えて「あなたのふとんはあの押入れの中にあります」という意味の
文を作りなさい。 

(2) 下線部の強く発音する３語を答えなさい。 
(3) かっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) In Japan, we don’t wear shoes in the house. 
(2) This is sashimi, a kind of Japanese food. 
(3) We sleep on a futon at night. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) なんて美しいんでしょう！ 
(2) どうかここで靴を脱いでください。 
(3) 私の家は静岡駅の近くにあります。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) food       (2) near      (3) take 
   shoe          wear        ready 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) in-ter-est-ing   (2) de-li-cious   (3) Ja-pan 
   1  2  3  4        1  2  3        1  2 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          )(          ). Are you Paul Johnson?  
(2) (          ) a nice (          )!    
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Hello. My name is Paul Johnson. I’m from San Francisco. 
I live in Hachioji. I like music very much. My favorite *singer is Britney Spears. 
I have Japanese food every day, but I don’t like natto. I study Japanese very *hard. 
Please speak to me in Japanese. 
（注）singer 歌手   hard いっしょうけんめいに 
 
QUESTIONS 
(1) Where is Paul from? 
(2) Does he like music? 
(3) Who is his favorite singer? 
(4) Does he like natto? 
(5) What does he study very hard? 
 
 
 
■人称代名詞のパズル 
 
  次の各文の四角の中に、アルファベットをひとつずつ入れてください。単語はすべて人称代名詞（主
格、所有格、目的格、所有代名詞）です。また、同じ番号には同じアルファベットが入ります。 
 
(1) Please repeat after 1   2   . 
 
(2) What is 3   2   4   name? 
 
(3) That dog is 5   3   2   6   4   7   . 
 
(4) Does 7   3   2   like music? 
 
(5) I play tennis with 3   6   1   . 
 
(6) I know 5   3   2   1   very well. 
 
(7) Is that 5   3   2   6   4   house? 
 
(8) 3   2   swims very fast. 
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Unit 11  Let’s Get Up Early 
 
Unit 11-A  It’s seven twenty. 
    

 

 
Words & Phrases    
wakwakwakwake e e e !B2*=(        動    目を覚ます            oooo’’’’clock clock clock clock !#=$)&=(        ～時    
sleepy sleepy sleepy sleepy !3$70E*(        形    眠い            clock clock clock clock !=$)=(        名    置時計、掛時計    
hurry hurry hurry hurry !"#&04*(        動    急ぐ            minute minute minute minute !+75*/(        名    分    
still still still still !3/*$(        副    まだ                slow slow slow slow !3$%'(        形    遅い    
 
Practice    
１．例にならって、絵を見て時刻を言いなさい。 
（例）It’s seven twenty. 
（例）7:20         (1)  3:30        (2)  2:40        (3)  8:15        (4)  10:45             
 
 
 
 
 
 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）It’s still seven o’clock. 
(1) まだ 11 時です。(eleven o’clock) 
(2) まだ正午です。(*noon) 
(3) まだ午前０時です。(*midnight) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Your watch is twenty minutes slow. 
(1) あなたの腕時計は 15 分遅れています。(fifteen, slow) 
(2) あなたの腕時計は 23 分進んでいます。(twenty-three, fast) 
(3) あなたの腕時計は 11 分遅れています。(eleven, slow) 
 
４．動詞＋副詞の強勢に注意して言いなさい。 
  We take off our shoes here. 
  Stand up, George. 
   

 
A:  Wake up, Paul. Breakfast is ready. 
P:  I’m sleepy. 
A:  Hurry up. It’s seven twenty. 
P:  Really? No, it’s still seven o’clock. 
    The clock is twenty minutes fast. 
A:  No, your watch is twenty minutes slow. 
 

A: 綾香  P: ポール 
綾香がポールを起こし
ています。 
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Unit 11  早起早起早起早起きしようきしようきしようきしよう 
 
Unit 11-A  起起起起ききききななななさいさいさいさい 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: ポール、起きて。朝ごはんができているわよ。 
P: 眠いよ。 
A: 急いで。７時 20 分よ。 
P: 本当？ ちがう、まだ７時だよ。 
A: 時計が 20 分進んでいるんだよ。 
P: ちがうわ、あなたの腕時計が 20 分遅れているのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(1)  (1)  (1)  (1)  時刻時刻時刻時刻をををを表表表表すすすす itititit    
ItItItIt’s seven twenty.  ７時 20 分です。 
時刻の言い方を学習します。７時20分＝seven twentyのように、時間と分の数字を続けて言います。
ちょうどの時刻を言うときには、o’clockを使って seven o’clockのように言います。 
現在の時刻を言うときは、itを主語にして It’s seven twenty.のようにします。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Wake up, Paul.Wake up, Paul.Wake up, Paul.Wake up, Paul.    
◇ wakeは「目覚める」という動詞で、「起きなさい」という呼びかけは upを使ってWake up.とし
ます。 

IIII’’’’m sleepy.m sleepy.m sleepy.m sleepy.    
◇ sleepyは sleep（眠る）に関連する形容詞で「眠い」という意味です。 
Hurry up.Hurry up.Hurry up.Hurry up.    
◇ hurryは「急ぐ」という意味で、hurry upの形でよく使われます。命令文で「急ぎなさい」とい
う意味になります。 

No, itNo, itNo, itNo, it’’’’s still seven os still seven os still seven os still seven o’’’’clock.clock.clock.clock.    
◇ stillは「まだ（～である）」という意味の副詞です。 
The clock is twenty minutes fast.The clock is twenty minutes fast.The clock is twenty minutes fast.The clock is twenty minutes fast.    
◇ clockは、置時計または壁にかける時計のことです。 
◇ minuteは「分」という意味で、twenty minutesで「20 分」となります。 
◇ fastは「速い」という形容詞ですが、ここでは「（時計が）すすんでいる」という意味で使われて
います。 

No, your watch is twenty minutes slow.No, your watch is twenty minutes slow.No, your watch is twenty minutes slow.No, your watch is twenty minutes slow.    
◇ watchは「見る」という動詞として習いましたが、ここは「腕時計」という名詞です。clockとの
使い分けに注意してください。 

◇ slow は「遅い」という形容詞ですが、ここでは「（時計が）遅れている」という意味で使われて
います。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(17)  (17)  (17)  (17)  「「「「動詞動詞動詞動詞＋＋＋＋副詞副詞副詞副詞」」」」はははは両方両方両方両方をををを強強強強くくくく発音発音発音発音    
wake up（起き上がる）のように動詞＋副詞の２語でひとつの動詞の役目を果たす熟語があります。
これらは、２語とも強く発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) It’s three thirty.   (2) It’s two forty.   (3) It’s eight fifteen.   (4) It’s ten forty-five. 
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Unit 11-B  What time is it now in San Francisco? 
    

 

 
Words & Phrases    
time time time time !/)*+(        名    時間         difference difference difference difference !;7?#4#53(        名    ちがい、差    
a.a.a.a.m.  m.  m.  m.  名    午前 ((時刻の後につける))        hour hour hour hour !)&'#4(        名    時間    
San Francisco  San Francisco  San Francisco  San Francisco  サンフランシスコ  sorry sorry sorry sorry !3)&4*(        形    すまないと思っている    
p.m.  p.m.  p.m.  p.m.  名    午後 ((時刻の後につける))                        
 
Practice    
１．例にならって「～では今何時ですか？」と時刻をたずねる文を作りなさい。また、かっこ
内の時刻を使って答えなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）What time is it now in San Francisco? ---- It’s ten thirty p.m. 
(1) Tokyo（午前８時 50 分） 
(2) New York（午後２時 15 分） 
(3) London（午前９時 48 分） 
(4) *Hong Kong（午後 11 時３分） 
（注）Hong Kong ホンコン   11:03 eleven o three（oは!%'(と発音） 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The time difference is eleven hours. 
(1) 時差は９時間です。(nine) 
(2) 時差は 12 時間です。(twelve) 
(3) 時差は 18 時間です。(eighteen) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）I’m sorry, Ms. White. 
(1) 山田さん、ごめんなさい。(Mr. Yamada) 
(2) ジョージ君、ごめんなさい。(George) 
(3) ヘレンさん、ごめんなさい。(Helen) 
 
４．what＋名詞の強勢に注意して言いなさい。 
  What club are you in? 
  What kind of books do you like? 

 
P:  What time is it? 
A:  It’s 8:30 a.m. 
P:  What time is it now in San Francisco? 
A:  I don’t know. Do you know, Paul? 
P:  Yes, it’s 9:30 p.m. 
    The time difference is eleven hours. 
W:  No, it’s 10:30 p.m. 
    The time difference is ten hours. 
P:  Oh, I’m sorry. 
 

P: ポール  A: 綾香 
W: ホワイト先生 
ポールと綾香が学校に
向かっているとホワイ
ト先生に出会います。 
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Unit 11-B  日本日本日本日本ととととサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコのののの時差時差時差時差 
 

P: ポール  A: 綾香  W: ホワイト先生 
P: 今何時？ 
A: 午前８時 30 分よ。 
P: サンフランシスコでは、今何時？ 
A: わからないわ。ポール、あなたは知っているの？ 
P: うん。午後９時 30 分だよ。時差は 11 時間だ。 
W: いいえ。今は午後 10 時 30 分よ。時差は 10 時間です。 
P: あ、ごめんなさい。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(11)  (11)  (11)  (11)  時刻時刻時刻時刻をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる what timewhat timewhat timewhat timeとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
What timeWhat timeWhat timeWhat time is it now in San Francisco?  サンフランシスコでは今何時ですか？ 
時刻をたずねるには、what timeを使います。「～では今何時ですか？」はWhat time is it now in ～?
となります。「今何時ですか？」はWhat time is it?だけでかまいません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
ItItItIt’’’’s 8:30 a.m.s 8:30 a.m.s 8:30 a.m.s 8:30 a.m.    
◇ 「８時 30 分」は eight thirtyといいますが、8:30と書くこともできます。「:」はコロンと呼ばれ
る記号です。 

◇ a.m.は「午前」という意味で、時刻の後につけます。 
◇ a.m.がピリオドで終わるので、文末のピリオドをもう一度書く必要はありません。 
IIII don don don don’’’’t know.t know.t know.t know.    
◇ 相手の質問に答えられないときに使います。日本語の「知りません」「わかりません」の両方の場
合に使える表現です。 

Yes, itYes, itYes, itYes, it’’’’s 9:30 p.m.s 9:30 p.m.s 9:30 p.m.s 9:30 p.m.    
◇ p.m.は「午後」という意味で、a.m.と同じように時刻の後につけます。 
The time difference is eleven hours.The time difference is eleven hours.The time difference is eleven hours.The time difference is eleven hours.    
◇ time（時）と difference（差）を続けると、time differenceつまり「時差」となります。 
◇ hour は「１時間」「２時間」というときの「時間」にあたる言葉で、「11 時間」は eleven hours
になります。hは発音しないので母音で始まる名詞になるため、「１時間」は an hourとなること
に注意してください。 

No, itNo, itNo, itNo, it’’’’s 10:30 p.m.s 10:30 p.m.s 10:30 p.m.s 10:30 p.m.    
◇ ここでの noは、疑問文に答えるのではなく相手の発言がまちがっていたときに使う言い方です。 
Oh, IOh, IOh, IOh, I’’’’m sorry.m sorry.m sorry.m sorry.    
◇ sorryは「すまなく思っている」という形容詞で、I’m sorry.は「すみません」「ごめんなさい」と
人に謝るときの決まった言い方です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(18)  (18)  (18)  (18)  「「「「whatwhatwhatwhat＋＋＋＋名詞名詞名詞名詞」」」」はははは両方強両方強両方強両方強くくくく発音発音発音発音    
what が形容詞的に「何の」という意味を表す場合は、次に続く名詞とともに強い発音になります。
what timeもそのひとつの例です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What time is it now in Tokyo? ---- It’s eight fifty a.m. 
    (2) What time is it now in New York? ---- It’s two fifteen p.m. 
    (3) What time is it now in London? ---- It’s nine forty-eight a.m. 
    (4) What time is it now in Hong Kong? ---- It’s eleven o three p.m. 
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Unit 11-C  What time do you go to bed? 
    

 

 
Words & Phrases    
only only only only !%&'5$*(        副    ただ～だけ            before before before before !@*?6&04(        前    ～の前に     
get up  get up  get up  get up  起きる                wash wash wash wash !B60:(        動    洗う    
early early early early !#&04$*(        副    早く            hair hair hair hair !"I#4(        名    髪、毛    
bath bath bath bath !@,D(        名    風呂                        
 
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What time do you go to bed?    
(2) Do you wash your hair every day? 
    
Practice    
１．例にならって「あなたは何時に～しますか？」と時刻をたずねる文を作りなさい。また、
かっこ内の時刻を使って答えなさい。 

（例）go to bed (22:00) ⇒ What time do you go to bed? ---- I go to bed at ten p.m. 
(1) get up (6:30)  (2) have breakfast (7:00)   
(3) take a bath (20:20)   (4) study English (21:10) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）How many hours do you sleep a day? 
(1) あなたは１日に何時間英語を勉強しますか？ (study English) 
(2) あなたは１日に何時間本を読みますか？ (read books) 
(3) あなたは１日に何時間テレビを見ますか？ (watch *TV) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I sleep for five hours. 
(1) 私は２時間テニスをします。(play tennis, two) 
(2) 私は３時間数学を勉強します。(study math, three) 
(3) 私は４時間ＣＤを聞きます。(listen to *CDs, four) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  You get up at five o’clock?   His father is a teacher? 

 
N:  How many hours do you sleep a day? 
H:  I sleep for five hours. 
N:  You sleep for only five hours? 
    What time do you go to bed? 
H:  At about one a.m. 
N:  What time do you get up? 
H:  I get up at about six. 
N:  You get up early. 
    What do you do in the morning? 
H:  I take a bath before breakfast. 
    I wash my hair every morning. 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
直樹とヘレンが話をし
ています。 
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Unit 11-C  起起起起きるきるきるきる時間時間時間時間とととと寝寝寝寝るるるる時間時間時間時間 
 

N: 直樹  H: ヘレン 
N: 君は一日に何時間眠るの？ 
H: ５時間眠るわ。 
N: たった５時間しか眠らないの？ 何時に寝るの？ 
H: １時ごろよ。 
N: 何時に起きるの？ 
H: ６時ごろ起きるわ。 
N: 早く起きるんだね。朝に何をするの？ 
H: 朝食前にお風呂に入るの。私は毎朝髪を洗うのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(12)  (12)  (12)  (12)  時刻時刻時刻時刻をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる what timewhat timewhat timewhat timeとととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
What timeWhat timeWhat timeWhat time do you go to bed?  あなたは何時に寝ますか？ 
「何時に～しますか？」とたずねるには、what timeで文をはじめます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
How many How many How many How many hours do you sleep a day?hours do you sleep a day?hours do you sleep a day?hours do you sleep a day?    
◇ 「何時間」とたずねるには、数をたずねる how manyと「時間」という意味の hourを組み合わ
せて、how many hoursとします。 

◇ a day は「１日」という意味で、前置詞をつけなければ「１日あたり」という意味になります。
このように、aは「～につき」という意味を表すことがあります。 

I sleep for five hours.I sleep for five hours.I sleep for five hours.I sleep for five hours.    
◇ for は、ここでは時を表す前置詞で、後に five hours（５時間）のように期間を表す言葉が来て、
「～の間」という意味になります。 

You sleep for only five hours?You sleep for only five hours?You sleep for only five hours?You sleep for only five hours?    
◇ onlyは「たった、わずか」という意味です。 
◇ これは普通の文（平叙文といいます）の語順での疑問文で、驚きを表すときなどに使います。 
What time do you go to bed?What time do you go to bed?What time do you go to bed?What time do you go to bed?    
◇ bedに aや theをつけずに go to bedと言うと「寝る」という意味になります。 
At about one a.m.At about one a.m.At about one a.m.At about one a.m.    
◇ I go to bed at about one a.m.を省略した言い方で、aboutはここでは「およそ」という意味です。 
What time do you get up?What time do you get up?What time do you get up?What time do you get up?    
◇ get upは「起きる」という意味の熟語です。 
You get up early.You get up early.You get up early.You get up early.    
◇ earlyは、速度ではなく時間が「早く」という意味の副詞で、fast（速く）とは異なります。 
I take a bath before breakfast.I take a bath before breakfast.I take a bath before breakfast.I take a bath before breakfast.    
◇ bathは「風呂」で、「風呂に入る」は動詞 takeを使って take a bathとします。 
◇ beforeは「～の前に」という意味の前置詞で、反対語は after（～の後で）です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(12)  (12)  (12)  (12)  平叙文平叙文平叙文平叙文のののの形形形形をしたをしたをしたをした疑問文疑問文疑問文疑問文    
You sleep for only five hours?のように、平叙文の語順で疑問を表すときは、上がり調子になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I go to bed at about one a.m.   (2) Yes, I do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What time do you get up? ---- I get up at six thirty a.m. 
    (2) What time do you have breakfast? ---- I have breakfast at seven a.m. 
    (3) What time do you take a bath? ---- I take a bath at eight twenty p.m. 
    (4) What time do you study English? ---- I study English at nine ten p.m. 
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Unit 11-D  Aren’t you late for school? 
    

 

 
Words & Phrases    
junior junior junior junior !;H'&051#4(        形    年少の            late late late late !$2*/(        形    遅い    
begin begin begin begin !@*975(        動    始まる            run run run run !4A5(        動    走る    
leave leave leave leave !$*0C(        動    去る                        
 
Questions（Ｓのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are you a junior high school student? 
(2) What time does school begin? 
 
Practice    
１．例にならって「～ないですか？」という否定の疑問文を作りなさい。また、Yesまたは No
を使って答えなさい。 

（例）You aren’t late for school. (Yes) ⇒ Aren’t you late for school? ---- Yes, I am. 
(1) You don’t have a pet. (No)    
(2) He isn’t your classmate. (Yes) 
(3) She doesn’t like Japanese food. (Yes)    
(4) They aren’t American. (No) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What time does school begin? 
(1) 野球の試合は何時に始まりますか？ (the baseball game) 
(2) あなたのテストは何時に始まりますか？ (your *test) 
(3) ホワイト先生の授業は何時に始まりますか？ (Ms. White’s class) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）I leave for school at about eight fifteen. 
(1) 私は７時 45 分頃、八王子駅に向かいます。(Hachioji Station, seven forty-five) 
(2) 私は 10 時 30 分頃、家に向かいます。(home, ten thirty) 
(3) 私は１時頃、町役場に向かいます。(the town office, one o’clock) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  Isn’t he your friend?  
  Don’t you like baseball? 

 
B:  Do you go to junior high school? 
S:  Yes, I do. 
B:  What time does school begin? 
S:  It begins at eight thirty in the morning. 
B:  What time do you leave for school? 
S:  I leave for school at about eight fifteen. 
B:  You have only fifteen minutes. 
    Aren’t you late for school? 
S:  No, I’m not. I run to school every morning. 
 

B: ベティー  S: 翔平 
高校生のベティーが中
学生の翔平に質問して
います。 
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Unit 11-D  学校学校学校学校へへへへ行行行行くくくく時間時間時間時間 
 

B: ベティー  S: 翔平 
B: 君は中学校に通っているの？ 
S: はい、そうです。 
B: 学校は何時に始まるの？ 
S: 朝８時 30 分に始まります。 
B: 学校には何時に出かけるの？ 
S: ８時 15 分ごろ出ます。 
B: たった 15 分しかないのね。学校に遅れないの？ 
S: はい、遅れませんよ。毎朝学校まで走るんですよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(13)  (13)  (13)  (13)  否定否定否定否定のののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
ArenArenArenAren’’’’t yout yout yout you late for school?  あなたは学校に遅れませんか？ 
「～ないですか？」という否定の疑問文を学習します。You are late.という文は、（否定文ではなく）
肯定文といい、（疑問文ではなく）平叙文といいます。 
これに対する答えは、Yes, I am.（いいえ、遅れます）または No, I’m not.（はい、遅れません）とな
ります。英語の Yes／Noと日本語の「はい」「いいえ」が逆になることに注意してください。 
You are late.   They like English.（肯定の平叙文）    
Are you late?   Do they like English?（肯定の疑問文） 
You aren’t late.   They don’t like English.（否定の平叙文） 
Aren’t you late?   Don’t they like English?（否定の疑問文） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you go to junior high school?Do you go to junior high school?Do you go to junior high school?Do you go to junior high school?    
◇ juniorは「年少の」という意味で、junior high schoolは「中学校」です。elementary school（小
学校）、high school（高等学校）、college（大学）は既習です。 

What time does school begin?What time does school begin?What time does school begin?What time does school begin?    
◇ beginは「始まる」という意味の動詞です。 
◇ 建物ではなく中身を表す場合の schoolに冠詞はつけません。 
What time do you leave for school?What time do you leave for school?What time do you leave for school?What time do you leave for school?    
◇ leaveは「去る」という意味で、leave for schoolで「学校に向けて去る」つまり「学校に出かけ
る」となります。forがないと leave school（学校を去る）という逆の意味になります。 

You have only fifteen minutes.You have only fifteen minutes.You have only fifteen minutes.You have only fifteen minutes.    
◇ 「あなたは 15 分しか持ちません」つまり「あなたには 15 分しかありません」という意味です。 
ArenArenArenAren’’’’t you late for school?t you late for school?t you late for school?t you late for school?    
◇ lateは「遅い」という形容詞で、be動詞の後に late for ～で「～に遅れる」となります。 
I run to school every morning.I run to school every morning.I run to school every morning.I run to school every morning. 
◇ runは「走る」という意味の動詞で、run to ～で「～に向けて走る」となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(13)  (13)  (13)  (13)  否定否定否定否定のののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
否定文であっても、Aren’t you ～?のようにYesやNoで答える疑問文ならば上がり調子になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I am.   (2) It begins at eight thirty in the morning. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Don’t you have a pet? ---- No, I don’t. [No, we don’t.] 
    (2) Isn’t he your classmate? ---- Yes, he is. 
    (3) Doesn’t she like Japanese food? ---- Yes, she does. 
    (4) Aren’t they American? ---- No, they aren’t. 
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Unit 11-E  Exercises (11) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) It’s eight o’clock now in Japan.  （eight o’clockが答えの中心になる文に） 
(2) Naoki leaves for school at six thirty. （at six thirtyが答えの中心になる文に） 
(3) You don’t like milk.  （否定の疑問文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) I (          ) up at seven every morning. 
(2) Do you (          ) a bath every day? 
(3) What time do you (          ) to bed? 
  get   go   make   sleep   take 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I (          ) to (          ) high school. 
  私は中学校に通っています。 
(2) Do you (          ) your (          ) every morning? 
  あなたは毎朝髪を洗いますか？ 
(3) He’s sometimes (          )(          ) school. 
  彼はときどき学校に遅れます。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Wake up, Paul. It’s (1)7:45. 
B: Really? It’s still (2)(                    ).  
A: No. (3)(is / minutes / slow / thirty / watch / your). 
(1) 下線部の読み方を英語で書きなさい。 
(2) 空所にあてはまる時刻を英語で書きなさい。 
(3) かっこ内の単語を並べ替えて「あなたの腕時計は 30 分遅れています」という意味の文を作
りなさい。 

 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) The time difference is only two hours. 
(2) Takuya is still at home. 
(3) I get up early, so I’m very sleepy in the morning. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 学校は何時に始まりますか？ 
(2) あなたは１日何時間勉強しますか？ 
(3) この置き時計は 45 分すすんでいます。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) breakfast   (2) early      (3) only 
   baseball       near         don’t 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) be-fore   (2) be-gin   (3) break-fast 
   1  2        1  2         1    2 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          ) is (          ). 
(2) Oh, (          )(          ). 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen:  What time do you usually get up, Takuya? 
Takuya: I get up at seven. 
Helen:  What time do you have breakfast? 
Takuya: At about seven thirty. 
Helen:  Do you take a bath before breakfast? 
Takuya: No, I study English before breakfast. 
Helen:  What time do you have dinner? 
Takuya: I have dinner at seven p.m. 
Helen:  What do you do after dinner? 
Takuya: I study math and play computer games. 
Helen:  What time do you go to bed? 
Takuya: At eleven p.m. 
 
QUESTIONS（Takuyaのつもりで答えなさい） 
(1) What time do you get up? 
(2) What do you do before breakfast? 
(3) What time do you have dinner? 
(4) What do you study after dinner? 
(5) How many hours do you sleep a day? 
 
 
 
■スクラブル 
 
  スクラブルとは英単語作り対戦型ボードゲームの名称で、50 年以上前にアメリカで生まれ現在で
も世界的に大人気のゲームです。 
  A から Z までのアルファベットが書かれたタイルを盤面上に並べて英単語を作るという単純なル
ールのゲームですが、Qや Zなどの難しい文字を使っていかに高得点をあげる技もあります。 
  ゲームに使われる各アルファベットのコマの枚数は、英語におけるアルファベットの使用頻度に応
じて異なっています。英語でもっともよく使われるアルファベットは E であり、ゲームで使われる
コマの枚数も最大の 12 枚になっています。逆に、頻度の少ない Q、Zは１枚ずつしかなく、そのコ
マを使ったときにもらえる得点は最大の 10 点になります。 
  なお、英語でのアルファベット 26 文字をよく使われる順番に並べると、 
  ETAOSNIRHDLCMUPFGWYBVKXJQZ 
となり、Eがトップですが、Eは単語の途中や終わりに使われることが多く、Eで始まる単語はそれ
ほど多くありません。もっとも多いのは、Sで始まる英単語です（手持ちの辞書でページ数を確認し
てください）。 
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Unit 12  Holidays and Vacations 
 
Unit 12-A  It’s Saturday today. 
    

 

 
Words & Phrases    
week week week week !B*0=(        名    週             United States  United States  United States  United States  名    アメリカ合衆国    
today today today today !/#;2&*(        名    今日            Monday Monday Monday Monday !+A&5;*(        名    月曜日    
Saturday Saturday Saturday Saturday !3,&/#4;*(        名    土曜日        Friday Friday Friday Friday !?4)&*;*(        名    金曜日    
Sunday Sunday Sunday Sunday !3A&5;*(        名    日曜日    
 
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you have classes on Saturdays? 
(2) Do you go to school on Mondays? 
    
Practice    
１．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What day of the week is it today? ---- It’s Saturday today. 
(1) Sunday   (2) Monday   (3) Friday   (4) *Thursday 
（注）Thursday 木曜日 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Do you have classes on Saturdays? 
(1) あなたがたは日曜日に授業はありますか？ (Sundays) 
(2) あなたがたは月曜日に授業はありますか？ (Mondays) 
(3) あなたがたは金曜日に授業はありますか？ (Fridays) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We go to school from Monday to Friday. 
(1) 私たちは火曜日から日曜日まで学校に行きます。(*Tuesday, Sunday) 
(2) 私たちは月曜日から木曜日まで学校に行きます。(Monday, *Thursday) 
(3) 私たちは水曜日から土曜日まで学校に行きます。(*Wednesday, Saturday) 
 
４．someの強勢に注意して言いなさい。 
  I have some good friends. 
  Some students go to school on Saturdays. 
 

 
P:  What day of the week is it today? 
A:  It’s Saturday today. 
P:  Do you have classes on Saturdays? 
A:  No, we don’t go to school on Saturdays and Sundays. 
    But some schools have classes on Saturdays. 
    How about in the United States? 
    Do you go to school on Saturdays? 
P:  No, we only go to school from Monday to Friday. 
 

P: ポール  A: 綾香 
今日は土曜日。学校はお
休みです。 



英語の正道 J1 01-001 112

Unit 12  祝日祝日祝日祝日とととと休暇休暇休暇休暇 
 
Unit 12-A  土曜日土曜日土曜日土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日はおはおはおはお休休休休みみみみ 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: 今日は何曜日？ 
A: 今日は土曜日よ。 
P: 土曜日に授業はあるの？ 
A: いいえ、土曜日と日曜日は学校へは行かないの。でも、土曜日に授業がある学校もあるわ。 
   アメリカではどう？ 土曜日に学校へ行くの？ 
P: いや、月曜日から金曜日までしか学校に行かないよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(2)  (2)  (2)  (2)  曜日曜日曜日曜日をををを表表表表すすすす itititit    
ItItItIt’s Saturday today.  今日は土曜日です。 
曜日の言い方を学習します。itを主語にする言い方のほかに、Today is Saturday.のような言い方も
あります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What day of the week is it today?What day of the week is it today?What day of the week is it today?What day of the week is it today?    
◇ 今日の曜日をたずねる言い方です。day of the weekは「週の日」という意味ですが、これで「曜
日」を表します。of the weekを省略してWhat day is it today?と言うことも可能です。 

Do you have classes on Saturdays?Do you have classes on Saturdays?Do you have classes on Saturdays?Do you have classes on Saturdays?    
◇ 「土曜日に授業を持ちますか？」つまり「土曜日に授業はありますか？」という意味になります。 
◇ ここの onは時を表す前置詞です。「１日」を単位とする期間の場合には普通 onを使います。 
◇ 「毎週土曜日に」という意味を表すには、Saturdayを複数形にして on Saturdaysとします。 
◇ Saturday（土曜日）のような曜日を表す名詞は、大文字で始めます。 
But some schools have classes on Saturdays.But some schools have classes on Saturdays.But some schools have classes on Saturdays.But some schools have classes on Saturdays.    
◇ 「いくつかの学校は土曜日に授業があります」つまり「土曜日に授業がある学校もあります」と
いう意味です。 

How about in the United States?How about in the United States?How about in the United States?How about in the United States?    
◇ How about ～?は主語と動詞のない言い方で、「～（について）はどうですか？」という表現です。 
◇ the United Statesで「アメリカ合衆国」を表し、U.S.と略すこともできます。 
No, we only go to school from Monday to No, we only go to school from Monday to No, we only go to school from Monday to No, we only go to school from Monday to FridayFridayFridayFriday.... 
◇ from A to Bで「Aから Bまで」という意味になり、from Monday to Fridayは「月曜日から金曜
日まで」という意味です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(19)  some(19)  some(19)  some(19)  someのののの強形強形強形強形とととと弱形弱形弱形弱形    
I have some foreign stamps.のように、複数名詞の前につける someは普通弱く発音しますが、Some 
schools have classes on Saturdays.のように「～というものもある」「～という人もいる」という意
味になるときは、強い発音になります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, I don’t.   (2) Yes, I do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What day of the week is it today? ---- It’s Sunday today. 
    (2) What day of the week is it today? ---- It’s Monday today. 
    (3) What day of the week is it today? ---- It’s Friday today. 
    (4) What day of the week is it today? ---- It’s Thursday today. 
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Unit 12-B  It’s September nineteenth. 
    

 

 
Words & Phrases    
wewewewe’’’’re re re re !B*#4(        ((we areの短縮形))        September September September September !32E/2&+@#4(        名    ９月    
national national national national !5,&:5#$(        形    国民の        May May May May !+2*(        名    ５月    
holiday holiday holiday holiday !")&$#;2>*(        名    休日、祝日        senior senior senior senior !37051#4(        形    年長の    
date date date date !;2*/(        名    日付   cicicicitizen tizen tizen tizen !37/#F5(        名    市民    
 
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is Children’s Day May fifth?   (2) Is Senior Citizens’ Day a national holiday in Japan? 
    
Practice    
１．例にならって日付を英語で言いなさい。 
（例）９月 19 日 ⇒ September nineteenth 
(1) １月３日   (2) ４月 29 日   (3) ６月 10 日   (4) 10 月 22 日 
（注）January １月   April ４月   June ６月   October 10 月 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Children’s Day is May fifth. 
(1) 天皇誕生日は 12 月 23 日です。(*Emperor’s Birthday, *December twenty-third) 
(2) 建国記念の日は２月 11 日です。(National *Foundation Day, *February eleventh) 
(3) 文化の日は 11 月３日です。(*Culture Day, *November third) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We have Senior Citizens’ Day on the second Monday of September. 
(1) 体育の日は 10 月の第２月曜日です。(Sports Day, the second Monday of *October) 
(2) 成人の日は１月の第２月曜日です。 
   (*Coming-of-Age Day, the second Monday of *January) 
(3) 海の日は７月の第３月曜日です。(*Ocean Day, the third Monday of *July) 
 
４．答えのイントネーションに注意して言いなさい。 
  I have no money. ---- No money? 
  He is my brother. ---- Your brother? 

 
P:  Are you still home? You’re late. 
A:  No, we don’t have school today. 
P:  No school? It’s Monday today. 
A:  Yes, but it’s a national holiday in Japan. 
P:  Really? What’s the date today? 
A:  It’s September nineteenth. 
P:  Is it Children’s Day? 
A:  No, Children’s Day is May fifth. 
    Today is Senior Citizens’ Day. 
    We have Senior Citizens’ Day on the third Monday of 

September. 
 

P: ポール  A: 綾香 
今朝は綾香が部屋での
んびりしているのでポ
ールが驚いています。 
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Unit 12-B  日本日本日本日本のののの祝日祝日祝日祝日 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: まだ家にいるの？ 遅刻だよ。 
A: いいえ、今日は学校はないわよ。 
P: 学校がない？ 今日は月曜日だよ。 
A: ええ、でも日本では国民の祝日なのよ。 
P: 本当？ 今日は何日？ 
A: ９月 19 日よ。 
P: 子どもの日？ 
A: いいえ、子どもの日は５月５日よ。今日は敬老の日。敬老の日は、９月の第３月曜日なの。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(3)  (3)  (3)  (3)  日付日付日付日付をををを表表表表すすすす itititit    
ItItItIt’s September nineteenth.  ９月 19 日です。 
日付の言い方を学習します。September（９月）のような月を表す言葉と、nineteenth（第 19 番目）
のような序数（順序を表す言葉）を使って「○月○日」を表します。主語は itを使いますが、「今日
は～です」を Today is ～.のようにすることもできます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Are you still home?Are you still home?Are you still home?Are you still home?    
◇ homeには「家に」「家で」という副詞としての使い方があります。be動詞＋homeで「家にいる」
という意味になります。 

No school?No school?No school?No school?    
◇ ここでの noは形容詞としての用法で、後に来る名詞が「まったくない」ことを表します。 
Yes, but itYes, but itYes, but itYes, but it’’’’s a national holiday in Japan.s a national holiday in Japan.s a national holiday in Japan.s a national holiday in Japan.    
◇ nationalは「国民の」holidayは「祝日」です。national holiday in Japanで「日本の祝祭日」
を表します。 

WhatWhatWhatWhat’’’’s the date today?s the date today?s the date today?s the date today?    
◇ 今日の日付をたずねる疑問文です。dateは「日付」という意味です。 
Is it ChildrenIs it ChildrenIs it ChildrenIs it Children’’’’s Day?s Day?s Day?s Day? 
◇ Children’s Dayは祝日名の「子どもの日」です。祝日は大文字で始めます。 
Today is Senior CitizensToday is Senior CitizensToday is Senior CitizensToday is Senior Citizens’’’’ Day. Day. Day. Day.    
◇ 「今日は～の日です」という言い方で、It is Senior Citizens’ Day today.とも言えます。 
◇ senior citizensは「年長の市民」の複数形で、このように複数形の sがついた名詞を所有格にす
るには、’sではなく’（アポストロフィー）だけをつけます。 

We have Senior CitizenWe have Senior CitizenWe have Senior CitizenWe have Senior Citizens’s’s’s’ Day on the third Monday of September. Day on the third Monday of September. Day on the third Monday of September. Day on the third Monday of September.    
◇ the third Monday of Septemberは「９月の第３月曜日」です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(14)  (14)  (14)  (14)  名詞名詞名詞名詞のみでのみでのみでのみで疑問疑問疑問疑問をををを表表表表すすすす場合場合場合場合    
We don’t have school today.と言われて、No school?（学校がないだって？）のように完全な文にせ
ずに聞き返すことがあります。この聞き返しは上がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, it is.   (2) Yes, it is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) January third   (2) April twenty-ninth 
    (3) June tenth   (4) October twenty-second 
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Unit 12-C  When is Columbus Day? 
    

 

 
Words & Phrases    
year year year year !1*#4(        名    年                when when when when !"B25(        副    いつ    
fall fall fall fall !?60$(        名    秋                October October October October !)=/%&'@#4(        名    10 月    
thanksgiving thanksgiving thanksgiving thanksgiving !D,>8=397C*8(        名    感謝        Thursday Thursday Thursday Thursday !D#&04F;*(        名    木曜日    
so on  so on  so on  so on  ～など                November November November November !5%'C2&+@#4(        名    11 月    
 
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) How many holidays do you have in a year?   (2) When is Thanksgiving Day? 
    
Practice    
１．例にならって「～はいつですか？」とたずねる文を作りなさい。また、かっこ内の日付を
使って答えなさい。（*印はまだ習っていない語句） 

（例）Columbus Day （10 月の第２月曜日） 
 ⇒ When is Columbus Day? ---- It’s the second Monday of October. 
(1) *St. Valentine’s Day （２月 14 日）   (2) Thanksgiving Day （11 月の第４木曜日） 
(3) *Halloween （10 月 31 日）   (4) *Christmas Day （12 月 25 日） 
（注）St. Valentine’s Day バレンタイン・デー   Halloween ハロウィーン 
     Christmas クリスマス   February ２月   December 12 月 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We have twelve holidays in a year. 
(1) １年には４つの季節があります。(four *seasons) 
(2) １年には 12 ヶ月あります。(twelve *months) 
(3) １年には 365 日あります。(three hundred sixty-five days) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on. 
(1) 冬にはクリスマスや元日などがあります。(*winter, *Christmas Day, New Year’s Day) 
(2) 春にはイースターやメモリアル・デーなどがあります。(*spring, *Easter, *Memorial Day) 
(3) 夏には独立記念日や父の日などがあります。(*summer, *Independence Day, Father’s Day) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  I have three books, two notebooks, and five pencils. 
  I go to the library on Mondays, Thursdays, and Fridays. 

 
A:  How many holidays do you have in the United States? 
P:  We have ten holidays in a year. 
    In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, 

and so on. 
A:  When is Columbus Day? 
P:  It’s the second Monday of October. 
A:  When is Thanksgiving Day? 
P:  It’s the fourth Thursday of November. 
 

A: 綾香  P: ポール 
ポールと綾香が部屋で
話しています。 

 



英語の正道 J1 01-001 116

Unit 12-C  アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国のののの祝日祝日祝日祝日 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: アメリカ合衆国に祝日はいくつあるの？ 
P: １年に 10 個あるよ。秋には、コロンブスの日や、感謝祭などがあるよ。 
A: コロンブスの日はいつ？ 
P: 10 月の第２月曜日だよ。 
A: 感謝祭はいつ？ 
P: 11 月の第４木曜日だよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(14)  (14)  (14)  (14)  時時時時をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whenwhenwhenwhenとととと bebebebe動詞動詞動詞動詞    
WhenWhenWhenWhen is Columbus Day?  コロンブスの日はいつですか？ 
時をたずねる疑問文を作るには、疑問詞 whenを使います。「～はいつですか？」はWhen is ～?と
なります。 
Columbus Day is the second Monday of October.  コロンブスの日は 10 月の第２月曜日です。 
 
When is Columbus Day?  コロンブスの日はいつですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
How many holidays do you have in the United States?How many holidays do you have in the United States?How many holidays do you have in the United States?How many holidays do you have in the United States?    
◇ 「アメリカ合衆国で、あなたはいくつの祝日を持っていますか？」という意味で、「アメリカには
祝日はいくつありますか？」とたずねていることになります。 

We have ten holidays in a year.We have ten holidays in a year.We have ten holidays in a year.We have ten holidays in a year.    
◇ in a yearで「１年に」という意味になり、全体で「１年に 10 の祝日があります」となります。 
In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on.In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on.In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on.In the fall, we have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on.    
◇ fallは「秋」という意味で、autumnとも言います。in the fallで「秋には」となり、theは省略
してもかまいません。 

◇ Columbus Day（コロンブスの日）、Thanksgiving Day（感謝祭）はいずれもアメリカの祝日で
す。 

◇ and so onは「～など」という意味で、いくつか列挙した後で以下省略する場合に使います。etc.
という略語で表記することもできます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(15)  A, B, and C(15)  A, B, and C(15)  A, B, and C(15)  A, B, and Cののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
列挙するときは、ひとつひとつを上がり調子で発音し、最後を下がり調子で言います。たとえば、
We have Columbus Day, Thanksgiving Day, and so on.という場合は、Columbus Day と
Thanksgiving Dayを上がり調子で、最後の so onを下がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) We have ten holidays.   (2) It’s the fourth Thursday of November. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) When is St. Valentine’s Day? ---- It’s February fourteenth. 
    (2) When is Thanksgiving Day? ---- It’s the fourth Thursday of November. 
    (3) When is Halloween? ---- It’s October thirty-first. 
    (4) When is Christmas Day? ---- It’s December twenty-fifth. 
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Unit 12-D  When does the school year begin in the United States? 
    

 

 
Words & Phrases    
April April April April !2&*E4#$(        名    ４月            homework homework homework homework !"%&'+B#>04=(        名    宿題    
end end end end !25;(        動    終わる            during during during during !;1'&4*8(        前    ～の間に    
March March March March !+)04/:(        名    ３月         summer summer summer summer !3A&+#4(        名    夏    
June June June June !;H'05(        名    ６月            vacation vacation vacation vacation !C2*=2&*:#5(        名    休暇    
 
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) When does the school year begin in the United States? 
(2) Does the school year end in March in the United States? 
    
Practice    
１．例にならって「いつ～しますか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）The school year begins in September in the United States. 
⇒ When does the school year begin in the United States? 
(1) Helen takes a bath before breakfast.   (2) Naoki studies English after dinner. 
(3) Japanese students do their homework during summer vacation. 
(4) You have Thanksgiving Day on the fourth Thursday of November. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you have lots of homework during summer vacation? 
(1) 夏休みにはたくさんのアルバイトがありますか？ (*part-time jobs) 
(2) 夏休みにはたくさんの行事がありますか？ (*events) 
(3) 夏休みにはたくさんのお祭りがありますか？ (*festivals) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We have no homework. 
(1) 私たちには先生がいません。(teacher)   (2) 私たちにはお金がありません。(money) 
(3) 私たちには時間がありません。(time) 
 
４．the United Statesの発音に注意して言いなさい。 
  I’m from the United States.   How many holidays do you have in the United States? 

 
A:  The Japanese school year begins in April and ends in 

March. 
    When does the school year begin in the United States? 
P:  It begins in September. 
A:  When does it end? 
P:  It ends in June. 
A:  Do you have lots of homework during summer vacation? 
P:  No, summer vacation comes after the end of the school 

year. So we have no homework. 
A:  That’s nice! 
 

A: 綾香  P: ポール 
ポールと綾香が引き続
き話しています。 
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Unit 12-D  日本日本日本日本ととととアメリカアメリカアメリカアメリカのののの学年学年学年学年のちがいのちがいのちがいのちがい 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: 日本の学年は４月に始まって３月に終わるのよ。アメリカでは、学年はいつ始まるの？ 
P: ９月に始まるよ。 
A: いつ終わるの？ 
P: ６月に終わるよ。 
A: 夏休みには宿題はいっぱいあるの？ 
P: いや。夏休みは学年の終わりの後に来るんだ。だから、宿題はないよ。 
A: それはいいわね！ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(15)  (15)  (15)  (15)  時時時時をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whenwhenwhenwhenとととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞    
WhenWhenWhenWhen does the school year begin in the United States?  アメリカでは学年はいつ始まりますか？ 
「いつ～しますか？」とたずねる疑問文を whenを使って作ります。what time（何時）よりも大ま
かな時間をたずねるときに使います。 
The school year begins in September.  学年は９月に始まります。 
 
When does the school year begin?  学年はいつ始まりますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
The Japanese school year The Japanese school year The Japanese school year The Japanese school year begins in April and ends in March.begins in April and ends in March.begins in April and ends in March.begins in April and ends in March.    
◇ school yearは「学年」の意味です。 
◇ endは begin（始まる）の反対語で「終わる」という意味です。 
◇ in April のように、月や季節のような長い期間を指して「～に」と時を表す場合には、前置詞の

inを使います。これに対して、on April first（４月１日に）のように、日単位の時を表す場合に
は、前置詞は onになります。また、at seven（７時に）のように、１日よりも短い時間を表す場
合には、前置詞は atになります。 

Do you have lots of homework during summer vacation?Do you have lots of homework during summer vacation?Do you have lots of homework during summer vacation?Do you have lots of homework during summer vacation?    
◇ lots ofは「たくさんの」という意味で、a lot ofと同じです。 
◇ homeworkは「宿題」という数えられない名詞です。 
◇ duringは「～（の期間）の間に」という前置詞です。 
◇ vacationは「休暇」という意味で、summer vacationで「夏休み」となります。 
No, summer vacation comes after the end of the scNo, summer vacation comes after the end of the scNo, summer vacation comes after the end of the scNo, summer vacation comes after the end of the school year.hool year.hool year.hool year.    
◇ come after ～で「～の後に来る」となります。 
◇ ここでの endは「終わり」という名詞で、the end of the school yearは「学年の終わり」です。 
So we have no homework.So we have no homework.So we have no homework.So we have no homework.    
◇ we have no homeworkで「私たちには宿題がまったくない」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(7)  the United States(7)  the United States(7)  the United States(7)  the United Statesのののの発音発音発音発音    
the は母音の前では!<*0(という発音になりますが、United の最初の文字は母音(u)であるものの、発
音としては子音（!1(）なので、基本的には!<#(となります。しかし、!1(という子音は母音に近い発音
であるため（これを半母音といいます）、theが母音の前と同じく!<*0(という音になる場合もあります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It begins in September.   (2) No, it doesn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) When does Helen take a bath?   (2) When does Naoki study English? 
    (3) When do Japanese students do their homework? 
    (4) When do you have Thanksgiving Day? 
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Unit 12-E  Exercises (12) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) It’s Saturday today.  （Saturdayが答えの中心になる文に） 
(2) Helen takes a bath before breakfast. （before breakfastが答えの中心になる文に） 
(3) Children’s Day is May fifth.  （May fifthが答えの中心になる文に） 
 
【２】（日付）次の日付を英語で書きなさい。 
(1) ３月４日   (2) ６月 11 日   (3) ９月 29 日 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) go : come = end : (          ) 
(2) ten : tenth = twelve : (          ) 
(3) five : May = eleven : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) We have (          )(          ) today. 
  私たちは、今日は宿題がありません。 
(2) We study English, math and (          )(          ). 
  私たちは英語、数学などを勉強します。 
(3) Is he (          )(          )? 
  彼はまだ家にいますか？ 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Summer vacation comes after the end of the school year. 
(2) How many national holidays do you have in a year? 
(3) In Japan, some students have classes on Saturdays. How about in the United States? 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私たちは月曜日から金曜日まで学校に通います。 
(2) 今日は何月何日ですか？ 
(3) 私たちには 10 月の第２月曜日にコロンブスの日があります。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) son       (2) their      (3) fall 
   Sunday      Thursday     tall 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) to-day   (2) Oc-to-ber   (3) va-ca-tion 
   1  2        1  2  3       1  2  3 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Do you have lots of (          )(          ) summer vacation? 
(2) Do you go to school (          )(          )?   
(3)                                                  
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【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Paul:  How many national holidays do you have in Japan? 
Ayaka: We have fourteen holidays in a year. 
Paul:  Do you have any national holidays in May? 
Ayaka: Yes, we have two national holidays in May. 
Paul:  What are they? 
Ayaka: They are *Constitution Day and Children’s Day. 
Paul:  When is Children’s Day? 
Ayaka: Children’s Day is May fifth. 
Paul:  When do you have Mother’s Day? 
Ayaka: We have Mother’s Day on the second Sunday of May. 
Paul:  Isn’t Mother’s Day a national holiday? 
Ayaka: No, it’s not a national holiday. 
（注）Constitution Day 憲法記念日 
 
QUESTIONS（Ayakaのつもりで答えなさい） 
(1) How many national holidays do you have in a year? 
(2) How many national holidays do you have in May? 
(3) When is Children’s Day? 
(4) When is Mother’s Day? 
(5) Is Mother’s Day a national holiday? 
 
 
 
■しゃれ問答 
 
  次の息子と母親の対話を読んでみましょう。 
 
  Son:    Mom, I have a question. 
  Mother: What is it? 
  Son:    Mother’s Day is in May. Father’s Day is in June. 
          But we have no Son’s Day. Why? 
  Mother: Well, you have Sunday every week. 
 
  息子: お母さん、質問があるよ。 
  母親: 何？ 
  息子: 母の日は５月だよね。父の日は６月だよね。 
       でも息子の日（サンデー）がないよ。どうして？ 
  母親: えーと、日曜日（サンデー）が毎週あるでしょ。 
 
（ヒント）Sunday（日曜日）と Son-Day（息子の日）は同じ発音です。 
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Unit 13  School Life in the United States 
 
Unit 13-A  I’m doing my homework now. 
    

 

 
Words & Phrases    
busy busy busy busy !@7F*(        形    忙しい            video video video video !C7;*%>'(        名    ビデオ    
ffffree ree ree ree !?4*0(        形    ひまな            life life life life !$)*?(        名    生活    
TV  TV  TV  TV  名    テレビ                U.S.U.S.U.S.U.S.        名    アメリカ合衆国    
    
Practice    
１．例にならって「今～しているところです」という現在進行形の文を作りなさい。 
（例）I do my homework every day. ⇒ I’m doing my homework now. 
(1) I play tennis every day. 
(2) She helps her mother every day. 
(3) He swims every day. 
(4) We study math every day. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’m watching a video. 
(1) 私は朝食を作っているところです。（making breakfast） 
(2) 私は手紙を書いているところです。（writing a letter） 
(3) 私は食器を洗っているところです。（washing the *dishes） 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Let’s watch it together. 
(1) いっしょに学校まで歩きましょう。（walk to school） 
(2) いっしょに宿題をしましょう。（do our homework） 
(3) いっしょに早起きしましょう。（get up early） 
 
４．!*(の発音に注意して言いなさい。 
  video   busy   begin   sing 

 
H:  Hi, Takuya. 
    Are you free now? 
T:  No, I’m busy now. 
H:  Really? You’re watching TV. 
T:  No, I’m doing my homework now. 
H:  Homework? 
T:  Yes, I’m watching a video of school life in the U.S. 
H:  Let’s watch it together. 
 

H: ヘレン  T: 拓也 
ヘレンが拓也の家に行
くと、拓也はテレビ画面
を見ています。 
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Unit 13  米国米国米国米国のののの学校生活学校生活学校生活学校生活 
 
Unit 13-A  米国米国米国米国のののの学校生活学校生活学校生活学校生活ののののビデオビデオビデオビデオをををを見見見見るるるる 
 

H: ヘレン  T: 拓也 
H: こんにちは、拓也。今、ひま？ 
T: いや、今忙しいんだ。 
H: 本当？ あなたはテレビを見ているわ。 
T: いや、僕は今、宿題をしているんだよ。 
H: 宿題を？ 
T: うん、アメリカの学校生活のビデオを見ているんだ。 
H: いっしょに見ましょうよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(1)  (1)  (1)  (1)  現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形    
I’’’’m doingm doingm doingm doing my homework now.  私は今、宿題をしているところです。 
「今～しているところです」という文を現在進行形といいます。現在進行形の文を作るには、be 動
詞＋動詞の ing形にします。 
（注意１）ing は、動詞の原形につけます。He studies English.を現在進行形にするとき、studies
に ingをつけるのではなく、原形の studyに ingをつけ、He is studying Englishとします。 
（注意２）ing形は、普通は動詞の後にそのまま ingをつければよいですが、この規則には例外があ
ります。⇒巻末資料「動詞の ing形の作り方」を参照。 
I do my homework every day.  私は毎日宿題をします。 
I am doing my homework now.  私は今宿題をしているところです。 
You are doing your homework now. 
He [She] is doing his [her] homework now. 
We are doing our homework now. 
They are doing their homework now. 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Are you free now?Are you free now?Are you free now?Are you free now?    
◇ freeは「ひまな」という形容詞です。 
No, INo, INo, INo, I’’’’m busy now.m busy now.m busy now.m busy now.    
◇ busyは freeの反対語で「忙しい」という意味です。 
YouYouYouYou’’’’re watching TV.re watching TV.re watching TV.re watching TV.    
◇ TVは televisionの略語です。「テレビを見る」は動詞に look atではなく watchを使います。 
Yes, IYes, IYes, IYes, I’’’’m watching a video of school life in the U.S.m watching a video of school life in the U.S.m watching a video of school life in the U.S.m watching a video of school life in the U.S.    
◇ the U.S.は the United Statesの略で、アメリカ合衆国を表します。 
LetLetLetLet’’’’s watch it together.s watch it together.s watch it together.s watch it together.    
◇ Let’s ～ together.は「いっしょに～しましょう」という勧誘の表現です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(1)  (1)  (1)  (1)  !*(!*(!*(!*(のののの発音発音発音発音    
busyの母音は、日本語の「イ」ではなく、「イ」と「エ」の中間にあたる音です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I’m playing tennis now. 
    (2) She’s helping her mother now. 
    (3) He’s swimming now. 
    (4) We’re studying math now. 
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Unit 13-B  Are they going on a picnic? 
    

 

 
Words & Phrases    
get on  get on  get on  get on  乗る             most most most most !+%'3/(        形    大部分の    
large large large large !$)04;H(        形    大きい            all all all all !60$(        形    すべての    
bus bus bus bus !@A3(        名    バス                yellow yellow yellow yellow !12&$%'(        形    黄色い    
picnic picnic picnic picnic !E7=5*=(        名    ピクニック        pick pick pick pick !E*=(        動    拾う    
theytheytheythey’’’’re re re re !<2*#4(        ((they areの短縮形))        away away away away !#B2&*(        副    離れて    
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do most students in the U.S. go to school by train? 
(2) How do most students in the U.S. go to school? 
    
Practice    
１．例にならって現在進行形の文にしなさい。 
（例）Do they go on a picnic? ---- Yes, they do. 
⇒ Are they going on a picnic? ---- Yes, they are. 
(1) Do you watch TV? ---- Yes, I do. 
(2) Does he get on the train? ---- No, he doesn’t. 
(3) Does she go to school? ---- Yes, she does. 
(4) Do they run to school? ---- No, they don’t. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Most students go to school by bus. 
(1) ほとんどの生徒は家で朝食を食べます。(have breakfast at home) 
(2) ほとんどの生徒は教室を掃除します。(clean their *classrooms) 
(3) ほとんどの生徒は制服を着ます。(wear school *uniforms) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Many schools are far away from their houses. 
(1) 多くのスーパーマーケットは彼らの家から遠くはなれています。(*supermarkets) 
(2) 多くの駅は彼らの家から遠くはなれています。(stations) 
(3) 多くのバス停は彼らの家から遠くはなれています。(bus *stops) 
 
４．housesの発音に注意して言いなさい。 
  These are large houses. 
  Our school is near their houses. 

 
T:  These children are getting on a large bus. 
    Are they going on a picnic? 
H:  No, they aren’t. They’re going to school. 
    Most students in the U.S. go to school by bus. 
T:  Oh, all the buses are yellow. 
H:  Yes, they pick up students near their houses. 
    Many schools are far away from the students’ houses. 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
ヘレンと拓也は米国の
学校生活のビデオを見
ています。 
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Unit 13-B  スクールスクールスクールスクール・・・・バスバスバスバスでででで登校登校登校登校 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
T: この子どもたちは大きなバスに乗り込んでいるね。彼らはピクニックに行くところ？ 
H: ちがうわ。学校に行くところよ。アメリカのほとんどの生徒は、バスで通学するの。 
T: おや、バス全部が黄色だよ。 
H: うん、バスは生徒を家の近くで乗せるの。 
   多くの学校は、生徒の家から遠いところにあるのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(2)  (2)  (2)  (2)  現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形とととと疑問文疑問文疑問文疑問文    
AreAreAreAre they goinggoinggoinggoing on a picnic?  彼らはピクニックに行くところですか？ 
「今～しているところですか？」という現在進行形の疑問文を作るには、主語と be 動詞の順序を入
れ替えます。これに対する答え方は、be動詞の疑問文の答え方と同じです。 
They are going on a picnic.  彼らはピクニックに行くところです。 
 
Are they going on a picnic?  彼らはピクニックに行くところですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
These children are getting on a large bus.These children are getting on a large bus.These children are getting on a large bus.These children are getting on a large bus.    
◇ get onは「（電車、バスなど）に乗り込む」という意味の熟語です。 
◇ この文は These children get on a large bus.を現在進行形にしたものです。getのように「アクセ
ントのある短母音＋子音」で終わる動詞の ing形は、gettingのように子音をふたつ重ねます。 

Are they going on a picnic?Are they going on a picnic?Are they going on a picnic?Are they going on a picnic?    
◇ go on a picnicで「ピクニックに出かける」という意味になります。 
Most students in the U.S. go to school by bus.Most students in the U.S. go to school by bus.Most students in the U.S. go to school by bus.Most students in the U.S. go to school by bus.    
◇ mostは「たいていの」「大部分の」という意味です。 
Oh, all the buses are yellow.Oh, all the buses are yellow.Oh, all the buses are yellow.Oh, all the buses are yellow.    
◇ all は「すべての」という意味の形容詞です。「すべてのバス」は all the buses となります。all
と theの語順に注意してください。 

YeYeYeYes, they pick up students near their houses.s, they pick up students near their houses.s, they pick up students near their houses.s, they pick up students near their houses.    
◇ pick upは「拾い上げる」という意味で、theyは busesを指すため、「（バスが生徒を）乗せる」
という意味で使われています。 

Many schools are far away from theMany schools are far away from theMany schools are far away from theMany schools are far away from the students students students students’’’’ houses. houses. houses. houses.    
◇ far away from ～で「～から遠く離れている」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(8)  house(8)  house(8)  house(8)  houseのののの複数形複数形複数形複数形    
house !")'3(の複数形は、housesという規則的な形ですが、発音は!")&'F*F(のように濁って発音され
ることが多いので注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, they don’t.   (2) They go to school by bus. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Are you watching TV? ---- Yes, I am. 
    (2) Is he getting on the train? ---- No, he isn’t. 
    (3) Is she going to school? ---- Yes, she is. 
    (4) Are they running to school? ---- No, they aren’t. 
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Unit 13-C  What are they doing? 
    

 

 
Words & Phrases    
lunch lunch lunch lunch !$A5/:(        名    昼食            choose choose choose choose !/:'0F(        動    選ぶ    
cafeteria cafeteria cafeteria cafeteria !=,>?#/7#4*#(        名    セルフサービスの食堂    menu menu menu menu !+2&51'0(        名    メニュー    
bring bring bring bring !@4*8(        動    持って来る、連れて来る    table table table table !/2&*@$(        名    テーブル    
own own own own !%'5(        形    自分自身の            eat eat eat eat !*0/(        動    食べる    
box box box box !@)=3(        名    箱                pizza pizza pizza pizza !E70/3#(        名    ピザ    
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do most students in the U.S. bring their own lunch box? 
(2) Do most students in the U.S. have lunch in the cafeteria? 
    
Practice    
１．例にならって現在進行形の文にしなさい。 
（例）What does she eat? ---- She eats pizza. 
⇒ What is she eating? ---- She’s eating pizza. 
(1) What do you study? ---- I study Japanese. 
(2) What does he drink? ---- He drinks milk. 
(3) What do they sell? ---- They sell old books. 
(4) What do you do? ---- We practice baseball. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Don’t you bring your own lunch box? 
(1) あなたは自分自身のかさを持って来ないのですか？ (umbrella) 
(2) あなたは自分自身の紙袋を持って来ないのですか？ (*paper bag) 
(3) あなたは自分自身のユニフォームを持って来ないのですか？ (*uniform) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The girl at that table is eating pizza. 
(1) カフェテリアにいる少女はサンドウィッチを食べています。(in the cafeteria, *sandwiches) 
(2) 丘の上にいる少女はポップコーンを食べています。(on the *hill, *popcorn) 
(3) ベンチの上にいる少女はアイスクリームを食べています。(on the *bench, *ice cream) 
 
４．!)(の発音に注意して言いなさい。 
  box   clock   dog   holiday 

 
T:  What are they doing? 
H:  They are having lunch in the school cafeteria. 
T:  Don’t they bring their own lunch box? 
H:  Well, some students do. 
    But most students have lunch in the cafeteria. 
    They choose their lunch from the menu. 
T:  Look. The girl at that table is eating pizza. 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
ビデオには米国の学校
の昼食風景が映ってい
ます。 
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Unit 13-C  セルフサービスセルフサービスセルフサービスセルフサービスのののの食堂食堂食堂食堂でででで昼食昼食昼食昼食 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
T: 彼らは何をしているの？ 
H: 学校の食堂で昼食を食べているのよ。 
T: 彼らは自分の弁当箱を持って来ないの？ 
H: そうねえ、そうする生徒もいるけど。でも、たいていの生徒は食堂でお昼を食べるわ。 
T: 彼らは自分の昼食をメニューから選ぶのよ。 
H: 見て。あのテーブルの女の子はピザを食べているよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(3)  (3)  (3)  (3)  現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形とととと疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whatwhatwhatwhat    
What areWhat areWhat areWhat are they doing?doing?doing?doing?  彼らは何をしていますか？ 
「何を～していますか？」という whatで始まる現在進行形の疑問文の作り方を学習します。 
What do they do?  彼らは何をしますか？ 
What are they doing?  彼らは何をしていますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
TheyTheyTheyThey a a a are having lunch in the school cafeteria.re having lunch in the school cafeteria.re having lunch in the school cafeteria.re having lunch in the school cafeteria.    
◇ haveのようにアクセントのない eで終わる動詞の ing形は、havingのように eを除いて ingを
つけます。 

DonDonDonDon’’’’t they bring their own lunch box?t they bring their own lunch box?t they bring their own lunch box?t they bring their own lunch box?    
◇ 「彼らは～しないのですか？」という否定の疑問文は、Don’t they ～?の形になります。 
◇ bringは「～を持って来る」という意味の動詞で、take（～を持って行く）と対になります。 
◇ lunch は「昼食」のことです。breakfast（朝食）、dinner（夕食、ごちそうの出る食事）とあわ
せて学習してください。 

◇ lunch boxは、日本語では「弁当箱」にあたります。 
Well, some students do.Well, some students do.Well, some students do.Well, some students do.    
◇ wellは「ええと」と少し考えるときや「それがさあ」と少し言いよどむときに使う言葉です。 
◇ doは bring their own lunch boxの繰り返しを避けるために使われた動詞です。「いくらかの生徒
は自分自身の弁当箱を持ってきます」つまり「自分の弁当箱を持ってくる生徒もいます」という意
味になります。 

The girl at that table is eating pizza.The girl at that table is eating pizza.The girl at that table is eating pizza.The girl at that table is eating pizza.    
◇ the girl at that tableは「あのテーブルにいる少女」という意味です。 
◇ eatは「～を食べる」という意味の動詞です。「食べる」は haveをすでに習いましたが、haveは

eat（食べる）や drink（飲む）の動作をすべて含んでいます。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(2)  (2)  (2)  (2)  !)(!)(!)(!)(のののの発音発音発音発音    
boxの oは日本語の「オ」ではなく、発音記号では!)(となります。これは口を大きく開き、口の奥の
ほうから「ア」と出す音です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, they don’t.   (2) Yes, they do. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) What are you studying? ---- I’m studying Japanese. 
    (2) What is he drinking? ---- He’s drinking milk. 
    (3) What are they selling? ---- They’re selling old books. 
    (4) What are you doing? ---- We’re practicing baseball. 
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Unit 13-D  Where are they going? 
    

 

 
Words & Phrases    
another another another another !#5A&<#4(        形    もうひとつの、別の    French French French French !?425/:(        名    フランス語    
classroom classroom classroom classroom !=$,&34'>0+(        名    教室        Spanish Spanish Spanish Spanish !3E,&5*:(        名    スペイン語    
next next next next !52=3/(        形    次の            learn learn learn learn !$#045(        動    習う    
wait wait wait wait !B2*/(        動    待つ            as as as as !,F-.#F(        前    ～として    
move move move move !+'0C(        動    動く            language language language language !$,&89B*;H(        名    言語    
I see.  I see.  I see.  I see.  わかりました。                
    
Practice    
１．例にならって現在進行形の文にしなさい。 
（例）Where do they go? ---- They go to another classroom. 
⇒ Where are they going? ---- They’re going to another classroom. 
(1) Where do they study? ---- They study in the library. 
(2) Where does he have lunch? ---- He has lunch in the cafeteria. 
(3) Where does this teacher teach? ---- She teaches in her room. 
(4) Where do you go? ---- I go to school. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）They’re going to another classroom. 
(1) 彼らは別の事務所に行くところです。(office) 
(2) 彼らは別の部屋に行くところです。(room) 
(3) 彼らは別の建物に行くところです。(*building) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Is this teacher teaching French? 
(1) この先生はスペイン語を教えているところですか？ (Spanish) 
(2) この先生はドイツ語を教えているところですか？ (*German) 
(3) この先生はイタリア語を教えているところですか？ (*Italian) 
 
４．!2(の発音に注意して言いなさい。 
  next   bed   welcome   breakfast 
   

 
T:  Where are they going? 
H:  They’re going to another classroom. 
    The next teacher is waiting for them. 
T:  What do you mean? 
H:  In the U.S., students move from one classroom to 

another. 
T:  I see. Is this teacher teaching French? 
H:  No, she’s teaching Spanish. 
    Some students learn Spanish as a foreign language. 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
ビデオには、米国の学校
で廊下を歩く生徒や語
学を学ぶ姿が見えます。 
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Unit 13-D  生徒生徒生徒生徒はははは教室教室教室教室からからからから教室教室教室教室へへへへ移動移動移動移動するするするする 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
T: 彼らはどこへ行くところ？ 
H: 別の教室に行くところよ。次の先生が彼らを待っているの。 
T: どういう意味？ 
H: アメリカでは、生徒が教室から教室へと移動するのよ。 
T: なるほど。この先生はフランス語を教えているの？ 
H: いいえ、彼女はスペイン語を教えているのよ。外国語としてスペイン語を習う生徒もいるの。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(4)  (4)  (4)  (4)  現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形とととと疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 wherewherewherewhere    
Where areWhere areWhere areWhere are they going?going?going?going?  彼らはどこへ行くところですか？ 
「どこに～しているところですか？」という whereで始まる現在進行形の疑問文を学習します。 
Where do they do?  彼らは何をしますか？ 
Where are they doing?  彼らは何をしているところですか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
TheyTheyTheyThey’’’’re going to another classroom.re going to another classroom.re going to another classroom.re going to another classroom.    
◇ another は「他の」という形容詞です。他のものがたくさんある場合に、そのうちのひとつを指
すときに使います。 

The nextThe nextThe nextThe next teacher is waiting for them. teacher is waiting for them. teacher is waiting for them. teacher is waiting for them.    
◇ nextは「次の」という意味で、the next teacherは「次の先生」となります。 
◇ wait for ～は「～を待つ」という意味です。 
What do you mean?What do you mean?What do you mean?What do you mean?    
◇ 「あなたは何を表していますか？」と訳せますが、これは相手の言ったことの意味がわからない
ときに使う表現です。 

In the U.S., students move from one classroom to another.In the U.S., students move from one classroom to another.In the U.S., students move from one classroom to another.In the U.S., students move from one classroom to another.    
◇ from A to Bは「Aから Bまで」という意味で、move from A to Bで「Aから Bまで移動する」
という意味になります。 

◇ anotherは「他のもの」という代名詞として使われており、another classroomを指しています。
from one classroom to anotherで「ひとつの教室から他の教室へ」つまり「教室から教室へ」と
いうことになります。 

I see.I see.I see.I see.    
◇ 相手の言ったことを理解できたときに使う表現です。 
Some students learn Spanish as a foreign lanSome students learn Spanish as a foreign lanSome students learn Spanish as a foreign lanSome students learn Spanish as a foreign language.guage.guage.guage.    
◇ learnは「～を学ぶ」という意味の動詞で、studyよりも学習の成果が身についていることを表し
ています。 

◇ asは「～として」という意味の前置詞です。 
◇ foreign languageは「外国の言語」つまり「外国語」のことです。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(3)  (3)  (3)  (3)  !2(!2(!2(!2(のののの発音発音発音発音    
nextの eは、日本語の「エ」よりも口を少し大きく開いて発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Where are they studying? ---- They’re studying in the library. 
    (2) Where is he having lunch? ---- He’s having lunch in the cafeteria. 
    (3) Where is this teacher teaching? ---- She’s teaching in her room. 
    (4) Where are you going? ---- I’m going to school. 
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Unit 13-E  Exercises (13) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) She sits on the chair.  （現在進行形の文に） 
(2) Do you clean your room? （現在進行形の文に） 
(3) She is singing in her room.  （in her roomが答えの中心になる文に） 
 
【２】（動詞）かっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) I always (          ) my umbrella from my house. 
(2) The buses (          ) up students here. 
(3) I usually (          ) bread for breakfast. 
  bring   eat   move   pick   watch 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Let’s go (          ) a (          ). 
  ピクニックに行きましょう。 
(2) (          )(          ) are they studying? 
  彼らは何の言語を勉強しているところですか？ 
(3) Students are (          )(          ) a large bus. 
  生徒たちは大きなバスに乗っているところです。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Where are they going? 
B: They’re going to (1)(          ) classroom. (2)(for / is / next/ teacher / the / them). 
A: (3)What do you mean? 
B: In the U.S., students move from one classroom to (1)(          ). 
(1) 空所に共通の単語を入れなさい。 
(2) かっこ内の語句を並べ替えて「次の先生が彼らを待っています」という意味の文を作りなさ
い（足りない単語が１語ある）。 

(3) 下線部はどういうことを表しているか、次から選びなさい。 
  1. あなたの場合はどうですか？   2. それはどういう意味ですか？ 
  3. あなたはどう思いますか？ 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) All the students are very busy now. 
(2) My house is far away from the station. 
(3) Do students in the U.S. study Spanish? ---- Some students do. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) ほとんどの生徒は食堂で昼食を食べます。 
(2) 彼は今宿題をしているところですか？ 
(3) あのテーブルの少年はポールです。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) know       (2) own      (3) busy 
   another        now         lunch 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) to-geth-er   (2) class-room   (3) lan-guage 
   1  2   3        1    2          1   2 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Let’s (         )(          ) together. 
(2) What are (          )(          )? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Betty:  Look at those girls. 
Misaki: They are Momoko and Hitomi. 
Betty:  Are they junior high school students? 
Misaki: No, they are elementary school students. 
Betty:  What are they doing? 
Misaki: They are studying English. 
Betty:  Do elementary school students study English in Japan? 
Misaki: Some students do.  
        Look. He’s Shota. 
Betty:  What is he doing? 
Misaki: He’s cleaning his classroom. 
Betty:  Do Japanese students clean their classrooms? 
Misaki: Yes. 
Betty:  That’s interesting. In the United States, students don’t clean their classrooms. 
Misaki: Who cleans the classrooms, then? 
Betty:  The *janitors do. 
（注）janitor 用務員 
 
QUESTIONS 
(1) Do Momoko and Hitomi go to junior high school? 
(2) What are they studying? 
(3) What is Shota doing? 
(4) Do students clean their classrooms in Japan? 
(5) Do students clean their classrooms in the United States? 
 
 
 
■何と読みますか？ 
 
  リーバス（判じ物）という言葉遊びがあります。これは、単語を絵や記号で表すもので、同じ発音
のアルファベットや数字を使って単語を表現することもあります。 
  She is waiting 4 U. 
  これは、fourと for、アルファベットの Uと youが同じ発音なので、She is waiting for you.（彼
女があなたを待っています）と読むことができます。ほかにも、toや tooを数字の２で表したり、bee
（みつばち）、eye（目）、see（見る）、tea（紅茶）を、それぞれ同じ発音のアルファベットである B、
I、C、Tで表すこともあります。 
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Unit 14  At Ueno Park 
 
Unit 14-A  We can see an interesting movie in this 
               theater. 
    

 

 
Words & Phrases    
science science science science !3)&*#53(        名    科学            title title title title !/)&*/$(        名    題名    
can can can can !=,5-.=#5(        助    ～することができる    hhhhistory istory istory istory !"73/#4*(        名    歴史    
see see see see !3*0(        動    見る                universe universe universe universe !1'&05#C#>043(        名    宇宙    
movie movie movie movie !+'&0C*(        名    映画            sun sun sun sun !3A5(        名    太陽    
theater theater theater theater !D7!0(#/#4(        名    劇場            earth earth earth earth !#04D(        名    地球    
    
Questions（Ｏのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are you in the science museum?   (2) What’s the title of the movie? 
 
Practice    
１．例にならって「～することができます」という可能を表す文を作りなさい。 
（例）We see an interesting movie. ⇒ We can see an interesting movie. 
(1) I speak English.    
(2) Paul plays baseball. 
(3) She answers the question.    
(4) They eat delicious food. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）We’re in the science museum. 
(1) ここは南公園です。(Minami Park) 
(2) ここは学校の運動場です。(the school playground) 
(3) ここは町田市です。(Machida City) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We can see the history of the sun and the earth. 
(1) 私たちは月の歴史を見ることができます。(the *moon) 
(2) 私たちは火星の歴史を見ることができます。(*Mars) 
(3) 私たちは木星の歴史を見ることができます。(*Jupiter) 
 
４．!#04(の発音に注意して言いなさい。 
  earth   learn   word   early 

 
P:  Where are we? 
O:  We’re in the science museum. 
    We can see an interesting movie in this theater. 
P:  What kind of movie is it? 
O:  The title is “The History of the Universe.” 
    We can see the history of the sun and the earth. 
 

P: ポール   
O: 綾香の父 
綾香の家族とポールが
科学博物館の入口に来
ています。 
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Unit 14  上野公園上野公園上野公園上野公園でででで 
    
Unit 14-A  科学博物館科学博物館科学博物館科学博物館でででで 
 

P: ポール  O: 綾香の父 
P: ここはどこですか？ 
O: ここは科学博物館だよ。この映画館で、おもしろい映画を見ることができるよ。 
P: それはどんな映画ですか？ 
O: 題名は「宇宙の歴史」だよ。太陽と地球の歴史を見ることができるよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(1)  (1)  (1)  (1)  可能可能可能可能をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 cancancancan    
We cancancancan see an interesting movie in this theater. 
この映画館で私たちはおもしろい映画を見ることができます。 
「～することができる」という可能を表す文を作るには、助動詞 can＋動詞の原形とします。助動詞
canは主語による変化はありません。また、canの後に来る動詞も、主語が３人称単数でも sはつき
ません。 
We see an interesting movie.  私たちはおもしろい映画を見ます。 
We can see an interesting movie.  私たちはおもしろい映画を見ることができます。 
He sees an interesting movie.  彼はおもしろい映画を見ます。 
He can see an interesting movie.  彼はおもしろい映画を見ることができます。 
（can、seeに sはつかない） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Where are we?Where are we?Where are we?Where are we?    
◇ 「私たちはどこにいますか？」と自分たちの居場所をたずねる言い方で、日本語では「ここはど
こですか？」に当たります。 

WeWeWeWe’’’’re in the science museum.re in the science museum.re in the science museum.re in the science museum.    
◇ 「私たちは科学博物館にいます」つまり「ここは科学博物館です」という意味です。 
We can see an interesting movie in this theater.We can see an interesting movie in this theater.We can see an interesting movie in this theater.We can see an interesting movie in this theater.    
◇ seeは「～を見る」という意味の動詞で、watchや look atよりも「自然に目に入る」という意味
合いが強くなります。ただし「映画を見る」と言うときは、意識的に見る場合でも see a movieと
します。 

The title is The title is The title is The title is ““““The History of the The History of the The History of the The History of the Universe.Universe.Universe.Universe.””””    
◇ 映画などの題名は引用符でくくり、名詞・動詞・形容詞など主な単語は大文字で始めます。 
◇ universeは「宇宙」という意味で、普通は theをつけます。 
We can see the history of the sun and the earth.We can see the history of the sun and the earth.We can see the history of the sun and the earth.We can see the history of the sun and the earth.    
◇ the sun（太陽）、the earth（地球）のようにひとつしかないものには theをつけるのが普通です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(4)  (4)  (4)  (4)  !#0!#0!#0!#04444((((のののの発音発音発音発音    
earthの earの部分は、舌の先を後ろにそり返らせながら、口をあまり開けずに「アー」と「ウー」
の中間的な音をあいまいに出します。!4(の記号は、最後に舌を巻くことを示します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I am. [Yes, we are.]   (2) It’s “The History of the Universe.” 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I can speak English.   (2) Paul can play baseball. 
    (3) She can answer the question.   (4) They can eat delicious food. 
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Unit 14-B  Can you play menko? 
    

 

 
Words & Phrases    
find find find find !?)*5;(        動    見つける            toy toy toy toy !/6*(        名    おもちゃ    
traditionaltraditionaltraditionaltraditional.!/4#;7:5#$(.    形    伝統的な  cancancancan’’’’t t t t !=,5/(        ((can notの短縮形))    
culture culture culture culture !=A&$/:#4(        名    文化            grandfather grandfather grandfather grandfather !94,&5;?)>0<#4(        名    祖父    
card card card card !=)04;(        名    カード                
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Can you play menko?   (2) Can your grandfather play menko? 
    
Practice    
１．例にならって「～できますか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、Yesまたは Noを
使って答えなさい。 

（例）He can play menko. (Yes) ⇒ Can he play menko? ---- Yes, he can. 
(1) You can swim. (Yes) 
(2) Ms. White can speak French. (Yes) 
(3) They can play the piano. (No) 
(4) He can run fast. (No) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He can play menko very well. 
(1) 彼はとても上手にゴルフをすることができます。(*golf) 
(2) 彼はとても上手にバレーボールをすることができます。(*volleyball) 
(3) 彼はとても上手にバドミントンをすることができます。(*badminton) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Next time, let’s come with my grandfather. 
(1) 次回はテニスをしましょう。(play tennis) 
(2) 次回は浜辺へ行きましょう。(go to the *beach) 
(3) 次回は映画を見ましょう。(see a movie) 
 
４．canの発音に注意して言いなさい。 
  He can play menko.   I can speak English. 
  Yes, he can.   Yes, I can. 

 
A:  You can find traditional Japanese culture in this 

museum. 
P:  These cards have beautiful pictures. 
A:  They are menko, a kind of traditional Japanese toy. 
P:  Can you play menko? 
A:  No, I can’t. 
    Next time, let’s come with my grandfather. 
P:  Can he play menko well? 
A:  Yes, he can. He can play menko very well. 
 

A: 綾香  P: ポール 
みんなは下町風俗資料
館の中に入りました。 
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Unit 14-B  下町風俗資料館下町風俗資料館下町風俗資料館下町風俗資料館でででで 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: この博物館では、伝統的な日本の文化を発見できるわよ。 
P: このカードには美しい絵が描いてあるな。 
A: それは、メンコよ。伝統的な日本のおもちゃの一種よ。 
P: 君はメンコをすることができる？ 
A: ううん、できない。次回はおじいちゃんといっしょに来ましょう。 
P: おじいさんはメンコがうまいの？ 
A: ええ。彼はメンコがとてもうまいわ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(2)  (2)  (2)  (2)  可能可能可能可能をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 cancancancanのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Can Can Can Can you play menko?  あなたはメンコをすることができますか？    
「～することができますか？」という疑問文を作るには、主語と助動詞 canの順序を入れ替えます。 
You can play menko.  あなたはメンコをすることができます。 
 
Can you play menko?  あなたはメンコをすることができますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
These cards have beautiful pictures.These cards have beautiful pictures.These cards have beautiful pictures.These cards have beautiful pictures.    
◇ 「これらのカードは美しい絵をもっている」つまり「これらのカードには美しい絵が描かれてい
る」ということです。 

They are They are They are They are menkomenkomenkomenko, a kind of traditional , a kind of traditional , a kind of traditional , a kind of traditional Japanese Japanese Japanese Japanese toy.toy.toy.toy.    
◇ menko, a kind of ～で「メンコ、すなわち～の一種」となります。 
No, I canNo, I canNo, I canNo, I can’’’’t.t.t.t.    
◇ Can you ～?と聞かれたときの否定の答え方で、「いいえ、私はできません」となります。「はい、
できます」ならば Yes, I can.となります。 

Next time, letNext time, letNext time, letNext time, let’’’’s come with my grandfather.s come with my grandfather.s come with my grandfather.s come with my grandfather.    
◇ next timeは「次回は」という意味で副詞的に使われています。 
Can he play Can he play Can he play Can he play menkomenkomenkomenko well? well? well? well?    
◇ 「彼は～することができますか？」はこのように Can he ～?とします。sはつけません。 
Yes, he can.Yes, he can.Yes, he can.Yes, he can.    
◇ 「はい、できます」という答えです。「いいえ、できません」ならば No, he can’t.となります。 
He can play He can play He can play He can play menkomenkomenkomenko very well. very well. very well. very well.    
◇ 「彼はメンコをとても上手にすることができます」という意味で、やはり canにも playにも sは
つけません。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        英語英語英語英語のののの強勢強勢強勢強勢ととととリズムリズムリズムリズム(20)  can(20)  can(20)  can(20)  canのののの強形強形強形強形とととと弱形弱形弱形弱形    
助動詞は基本的に弱く発音されます。You can find the old Japanese culture.の canは、弱く短く
!=#5(という発音になります。しかし、Yes, he can.の canは強く長く発音し、!=,5(と母音も変わり
ます。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, I can’t.   (2) Yes, he can. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Can you swim? ---- Yes, I can. [Yes, we can.] 
    (2) Can Ms. White speak French? ---- Yes, she can. 
    (3) Can they play the piano? ---- No, they can’t.   (4) Can he run fast? ---- No, he can’t. 
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Unit 14-C  I can’t move forward. 
    

 

 
Words & Phrases    
paintingpaintingpaintingpainting    !E2&*5/*8(        名    絵画   crowded crowded crowded crowded !=4)&';*;(        形    混んでいる    
sculpture sculpture sculpture sculpture !3=A&$E/:#4(        名    彫像        forward forward forward forward !?6&04B#4;(        副    前へ    
camera camera camera camera !=,&+#4#(        名    カメラ        exit exit exit exit !2&9F*/(        名    出口    
wow wow wow wow !B)'(        感    うわー            over there  over there  over there  over there  あそこに    
    
Practice    
１．例にならって「私は～することができません」という不可能を表す文を作りなさい。（*印
はまだ習っていない語句） 

（例）move forward ⇒ I can’t move forward. 
(1) get up early    
(2) sleep well    
(3) find my bag    
(4) see *anything 
（注）anything ((否定文で)) 何も 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）What great paintings! 
(1) なんというすばらしい歌なんでしょう！ (songs) 
(2) なんというすばらしいおもちゃなんでしょう！ (toys) 
(3) なんというすばらしい彫刻なんでしょう！ (sculptures) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Can I take a picture? 
(1) 入ってもいいですか？ (come in) 
(2) この箱を開けてもいいですか？ (open this box) 
(3) 教科書を見てもいいですか？ (look at the textbook) 
 
４．!'(の発音に注意して言いなさい。 
  put   book   look   woman 
    

 
P:  What great paintings! Whose works are they? 
Y:  They are Picasso’s works. 
P:  I like this sculpture. Can I take a picture? 
Y:  No, you can’t. Put the camera in your bag. 
P:  OK. Wow, the room is very crowded. 
    I can’t move forward. Let’s go to the next room. 
    Where is the exit? 
Y:  Right over there. 
 

P: ポール  Y: 綾香の母 
西洋美術館に入ると、絵
や彫刻がたくさんあり
ます。 
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Unit 14-C  西洋美術館西洋美術館西洋美術館西洋美術館でででで 
 

P: ポール  Y: 綾香の母 
P: なんてすばらしい絵なんだ！ 誰の作品？ 
Y: それらはピカソの作品よ。 
P: この彫刻が好きだな。写真を撮ってもいいですか？ 
Y: いいえ、できないわ。カメラをかばんにしまいなさい。 
P: わかりました。うわあ、部屋がとても込んでいるな。 
   前に進めないよ。次の部屋に行こう。出口はどこ？ 
Y: すぐあそこよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(3)  (3)  (3)  (3)  不可能不可能不可能不可能をををを表表表表すすすす can notcan notcan notcan not    
I cancancancan’’’’tttt move forward.  私は前に動くことができません。 
「～することができません」という否定文を作るには、canの後ろに notを入れて can not（短縮形
は can’t）とします。 
He can play tennis.  彼はテニスをすることができます。 
He can’t play tennis.  彼はテニスをすることができません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What great paintings!What great paintings!What great paintings!What great paintings!    
◇ what＋形容詞＋複数名詞の感嘆文です。 
Whose works are they?Whose works are they?Whose works are they?Whose works are they?    
◇ この workは「作品」という意味の名詞です。 
◇ they（それら）は paintingsを受けています。 
Can I take a pCan I take a pCan I take a pCan I take a picture?icture?icture?icture?    
◇ Can I ～?は「私は～することができますか？」という可能をたずねる疑問文ですが、場合によっ
ては「私は～してもいいですか？」と許可を求める表現になります。 

◇ take a pictureは「写真をとる」という意味です。 
No, you canNo, you canNo, you canNo, you can’’’’t.t.t.t.    
◇ Can I ～?と聞かれたときの否定の答え方で、「いいえ、あなたは写真をとることができません」
となります。 

Put the camera in your bag.Put the camera in your bag.Put the camera in your bag.Put the camera in your bag.    
◇ put ～ in your bagで「～をあなたのかばんの中にしまう」となります。 
Right over there.Right over there.Right over there.Right over there.    
◇ rightは「ちょうど」という意味です。 
◇ over thereで「あそこに」という意味になります。here（ここに）、there（そこに）とあわせて
覚えてください。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(5)  (5)  (5)  (5)  !'(!'(!'(!'(のののの発音発音発音発音    
putの uは、日本語の「ウ」よりも唇を少しまるめて前に突き出し、のどの奥のほうから発音します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I can’t get up early. 
    (2) I can’t sleep well.  
    (3) I can’t find my bag. 
    (4) I can’t see anything. 
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Unit 14-D  Where can I see the statue of Saigo Takamori? 
    
 
P:  Where can I see the statue of Saigo Takamori? 
O:  You can find it at the other side of the museum. 
    Let’s go. 
A:  Let’s go later. Let’s have lunch at the restaurant first. 
P:  What are these trees? 
A:  They are cherry trees. 
    They bloom only in the spring. 
P:  In the spring, lots of people drink beer under the cherry 

trees. Is that right? 
A:  Yes, that’s right. 
    Ueno Park is a famous place for hanami. 
 
 
Words & Phrases    
statue statue statue statue !3/,&/:'0(        名    像            cherry cherry cherry cherry !/:2&4*(        名    桜    
other other other other !A&<#4(        形    ほかの            bloom bloom bloom bloom !@$'0+(        動    花が咲く    
side side side side !3)*;(        名    側             spring spring spring spring !3E4*8(        名    春    
later later later later !$2&*/#4(        副    後で   beerbeerbeerbeer    !@*#4(        名    ビール    
restaurantrestaurantrestaurantrestaurant    !42&3/#4#5/(        名    レストラン        underunderunderunder    !A&5;#4(        前    ～の下に    
treetreetreetree    !/4*0(        名    木                    
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) When do cherry trees bloom?   (2) Is Ueno Park famous place for hanami? 
    
Practice    
１．例にならって「私はどこで～できますか？」という文を作りなさい。 
（例）see the statue of Saigo Takamori ⇒ Where can I see the statue of Saigo Takamori? 
(1) buy the book   (2) take a picture    
(3) have lunch   (4) get on the bus 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Let’s have lunch at the restaurant first. 
(1) まず、映画を見ましょう。(see a movie) 
(2) まず、写真を撮りましょう。(take a picture) 
(3) まず、食べ物を買いましょう。(buy some food) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Ueno Park is a famous place for hanami. 
(1) 仙台は七夕祭りで有名な場所です。(Sendai, the Tanabata *Festival) 
(2) 隅田川は花火で有名な場所です。(Sumida *River, *fireworks) 
(3) 熱海は温泉で有名な場所です。(Atami, *hot springs) 
 
４．!*0(の発音に注意して言いなさい。 
  see   tree   please   Japanese 

P: ポール   
O: 綾香の父  A: 綾香 
お昼頃みんなで上野公
園を歩いています。 
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Unit 14-D  上野公園上野公園上野公園上野公園のののの桜桜桜桜 
 

P: ポール  O: 綾香の父  A: 綾香 
P: 西郷隆盛の像はどこで見られるんですか？ 
O: 博物館の反対側で見られるよ。行こう。 
A: あとで行きましょう。まずレストランでお昼を食べましょう。 
P: この木は何？ 
A: 桜の木よ。春にだけ花が咲くの。 
P: 春には、おおぜいの人が桜の木の下でビールを飲む。そうだよね？ 
A: ええ、そのとおりよ。上野公園は花見で有名な場所なのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(4)  (4)  (4)  (4)  可能可能可能可能をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 cancancancanとととと疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 wherewherewherewhere    
Where canWhere canWhere canWhere can I see the statue of Saigo Takamori?  西郷隆盛の像をどこで見ることができますか？ 
「私はどこで～することができますか？」という文は、Where can I ～?という形になります。 
Can I see the statue at Ueno Park?  私はその像を上野公園で見ることができますか？ 
 
Where can I see the statue?  私はその像をどこで見ることができますか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
YYYYou can find it at the other side of the museum.ou can find it at the other side of the museum.ou can find it at the other side of the museum.ou can find it at the other side of the museum.    
◇ the other ～は「他の～」という意味ですが、anotherとのちがいは、「他のもの」がひとつしか
ない場合に使われる点です。 

◇ the other side of ～で「～の反対側」という意味になります。 
LetLetLetLet’’’’s go later.s go later.s go later.s go later.    
◇ laterは「あとで」という意味です。Let’s ～.と言われたのに対して「いや、やめよう」と言うと
きの表現に No, let’s not.がありますが、普通はこのように他の案を出すほうが好まれます。 

LetLetLetLet’’’’s have lunch at the restaurant first.s have lunch at the restaurant first.s have lunch at the restaurant first.s have lunch at the restaurant first.    
◇ firstは「まず、第一に」という副詞です。Let’s ～ first.は「まず～しましょう」という表現です。 
In the spring, lots of people drink beer under the cherry trees.In the spring, lots of people drink beer under the cherry trees.In the spring, lots of people drink beer under the cherry trees.In the spring, lots of people drink beer under the cherry trees.    
◇ lots ofは「多くの」という意味で、このように数えられる名詞にもつけられます。a lot of、many
を使ってもかまいません。 

◇ underは「～の下で」という意味の前置詞です。 
Is that right?Is that right?Is that right?Is that right?    
◇ rightは「正しい」という形容詞で、自分の言ったことが正しいかどうかを確認する表現です。 
Yes, thatYes, thatYes, thatYes, that’’’’s right.s right.s right.s right.    
◇ That’s right.は、相手の言ったことが正しいことを表す表現です。 
Ueno Park is a famous place for Ueno Park is a famous place for Ueno Park is a famous place for Ueno Park is a famous place for hanamihanamihanamihanami....    
◇ a famous place for ～で「～で有名な場所」となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(6)  (6)  (6)  (6)  !*0(!*0(!*0(!*0(のののの発音発音発音発音    
seeの母音は日本語の「イー」に近い音です。!*(を伸ばしたものとちがうことに注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They bloom in the spring.   (2) Yes, it is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Where can I buy the book?   (2) Where can I take a picture? 
    (3) Where can I have lunch?   (4) Where can I get on the bus? 
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Unit 14-E  Exercises (14) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) You can play the piano.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(2) I can speak French.  （否定文に） 
(3) You can buy stamps at the post office.  （at the post officeが答えの中心になる文に） 
 
【２】（文法・選択）次のかっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(1) My father (can play, cans play, can plays) tennis very well. 
(2) The statue is at (another, other, the other) side of the museum. 
(3) (How What) beautiful paintings! 
 
【３】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) Let’s (          ) a picture here. 
(2) Let’s (          ) a movie in this theater. 
(3) When do cherry trees (          ) in Kyushu? 
  bloom   have   play   see   take    
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          )(          ) we? 
  ここはどこですか？ 
(2) (          )(          ), let’s sing in English. 
  次回は英語で歌いましょう。 
(3) Who is that woman (          )(          )? 
  あそこにいるあの女性は誰ですか？ 
 
【５】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: What are these trees? 
B: They are cherry trees. 
A: In the spring, (1)lots of people drink beer under the cherry trees. Is (2)that right? 
B: Yes, that’s right. (3)(a / famous / for / hanami / is / place / Ueno Park). 
(1)下線部を単語１語に置き換えなさい。 
(2) 下線部の内容を日本語で答えなさい。 
(3) かっこ内の語句を並べ替えて「上野公園は花見で有名な場所です」という意味の文を作りな
さい。 

 
【６】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) These are works of Kitagawa Utamaro. 
(2) Can I go forward? 
(3) This bus is very crowded. 
 
【７】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) あなたは太陽と地球の歴史について知っていますか？ 
(2) まずあのレストランで夕食を食べましょう。 
(3) 私は出口を見つけることができません。 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) mu-se-um   (2) res-tau-rant   (3) pic-ture 
    1  2  3        1  2   3         1  2 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) What (          ) of (          ) is it? 
(2) (          ) the camera in your (          ). 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
George: Can you play the *guitar? 
Ayaka:  No, I can’t. But I can play the *violin. 
George: Really? Do you take violin lessons? 
Ayaka:  Yes, I take lessons from Ms. Sasaki every Friday. 
George: Do you take lessons alone? 
Ayaka:  No, I take lessons with Helen. 
George: Can Helen play the violin well? 
Ayaka:  Yes, she can. She can play it very well. 
（注）guitar ギター   violin バイオリン 
 
QUESTIONS（Ayakaのつもりで答えなさい） 
(1) Can you play the guitar? 
(2) Can you play the violin? 
(3) When do you take violin lessons? 
(4) Does Helen take violin lessons with you? 
(5) Can Helen play the violin well? 
 
 
 
■並べ替えクイズ 
 
  まず、(1)から(4)のそれぞれについて、単語を並べ替えて英文を作りましょう。単語がひとつ
ずつ余ります。次に、余った単語を上から順に読んでいきましょう。何という文ができますか？ 
 

(1) A BOOK HOW NICE WHAT  ! 
        

(2) A ARE BAD BE BOY DON’T . 
        

(3) BEGIN DOES SCHOOL WHEN YOU YOUR ? 
        

(4) ARE DOING GOING YOU WHERE  ? 
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Unit 15  Animals in the Zoo 
 
Unit 15-A  There is a mountain on our right. 
    

 

 
Words & Phrases    
monkey monkey monkey monkey !+A&8=*(        名    サル            example example example example !*9F,&+E$(        名    例    
board board board board !@604;(        名    板            funny funny funny funny !?A&5*(        形    おかしい    
strange strange strange strange !3/42*5;H(        形    奇妙な        biscuitbiscuitbiscuitbiscuit    !@73=*/(        名    ビスケット    
vegetablevegetablevegetablevegetable    !C2&;H#/#@$(        名    野菜        givegivegivegive    !9*C(        動    与える    
machinemachinemachinemachine    !+#:705(        名    機械            animalanimalanimalanimal    !,&5#+#$(        名    動物    
    
Practice    
１．例にならって「～に･･･があります」という文を作りなさい。 
（例）A book is on the desk. ⇒ There is a book on the desk. 
(1) A clock is on the table.   (2) A cat is under the bed. 
(3) Three dolls are in the box.   (4) Two girls are by the tree. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）For example, this monkey’s name is “Camera.” 
(1) たとえば、この犬の名前はポチです。(dog, Pochi) 
(2) たとえば、このウサギの名前はミミです。(*rabbit, Mimi) 
(3) たとえば、このイルカの名前はキキです。(*dolphin, Kiki) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Let’s give biscuits to the monkeys. 
(1) サルたちにバナナをあげましょう。(*bananas, monkeys) 
(2) 鳩たちに豆をあげましょう。(*beans, *pigeons) 
(3) 馬たちにニンジンをあげましょう。(*carrots, *horses) 
 
４．!60(、!604(に注意して言いなさい。 
  board   sport   forty   morning    

 
P:  Look. There is a mountain on our right. 
A:  Yes, there are lots of monkeys on the mountain. 
P:  There is a board by that tree. 
A:  It has the monkeys’ names on it. 
    They have strange names: names of vegetables, 

machines,… 
    For example, this monkey’s name is “Camera.” 
P:  That’s funny. 
    Let’s give biscuits to the monkeys. 
A:  No, we can’t give food to the animals. 
 

P: ポール  A: 綾香 
上野動物園に来ました。
サル山が見えます。 
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Unit 15  動物園動物園動物園動物園のののの動物動物動物動物たちたちたちたち 
 
Unit 15-A  サルサルサルサルのののの名前名前名前名前 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: 見て。右手に山があるよ。 
A: ええ、山の上にたくさんのサルがいるわ。 
P: あの木のそばに板があるよ。 
A: サルの名前について書いてあるわ。サルには変わった名前がついているのよ。 
   野菜の名前、機械の名前･･･。たとえば、このサルの名前は「カメラ」よ。 
P: そいつはおかしいや。サルたちにビスケットをあげようよ。 
A: だめ、動物に食べ物をやることはできないのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(4)  there is(4)  there is(4)  there is(4)  there isとととと there arethere arethere arethere are    
There isThere isThere isThere is a mountain on our right.  私たちの右に山があります。 
「～があります」「～がいます」という There is ～.および There are ～.を学習します。単数形の名
詞または数えられない名詞のときは There is、複数形の名詞のときは There areを使います。 
なお、George、my dog、the boyのように特定のものが主語の場合には、There is ～.や There are ～.
を使わないことに注意してください。 
There is a monkey on the mountain.  山の上に（一匹の）サルがいます。 
There are lots of monkeys on the mountain.  山の上にたくさんのサルがいます。 
The monkey is on the mountain.  そのサルは山の上にいます。 
    
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
There is a There is a There is a There is a mountainmountainmountainmountain on our right. on our right. on our right. on our right.    
◇ rightは「右」という名詞で、on our rightで「私たちの右方向に」となります。 
There is a board by that tree.There is a board by that tree.There is a board by that tree.There is a board by that tree.    
◇ ここでの byは「～のそばに」という前置詞です。「あの木のそばに板があります」となります。 
They have strange names: names of vegThey have strange names: names of vegThey have strange names: names of vegThey have strange names: names of vegetables, machines, ...etables, machines, ...etables, machines, ...etables, machines, ...    
◇ They have strange names（サルたちは変わった名前を持っています）の後の記号「:」（コロン）
は、以下にstrange namesを具体的に説明する内容が来ることを示したものです。「変わった名前、
つまり野菜の名前、機械の名前、･･･」となります。 

For example, this monkeyFor example, this monkeyFor example, this monkeyFor example, this monkey’’’’s name is s name is s name is s name is ““““Camera.Camera.Camera.Camera.””””    
◇ exampleは「例」という意味で、for exampleは「たとえば」という意味です。 
ThatThatThatThat’’’’ssss funny. funny. funny. funny.    
◇ funnyは「おもしろい」という意味の形容詞です。interestingが知的で興味をひくようなおもし
ろさを表すのに対して、funnyはこっけいなおもしろさを表します。 

LetLetLetLet’’’’s give s give s give s give biscuitsbiscuitsbiscuitsbiscuits to the monkeys. to the monkeys. to the monkeys. to the monkeys.    
◇ giveは「～を与える」という意味の動詞で、give A to Bで「Aを Bに与える」となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(7)  (7)  (7)  (7)  !60(!60!60(!60!60(!60!60(!604444((((のののの発音発音発音発音    
@%)4;の母音!604(は、口を大きく開けて「アー」の口の形で「オー」と言います。最後の!4(は、舌を
巻くことを示します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) There is a clock on the table.   (2) There is a cat under the bed. 
    (3) There are three dolls in the box.   (4) There are two girls by the tree. 
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Unit 15-B  Is there a gift shop near here? 
    

 

 
Words & Phrases    
pandapandapandapanda !E,&5;#(  名 パンダ   leafleafleafleaf !$*0?(  名 葉 
zoozoozoozoo !F'0(  名 動物園   leavesleavesleavesleaves !$*0CF(  名 ((leafの複数形)) 
malemalemalemale !+2*$(  形 オスの   wantwantwantwant !B605/(  動 ほしい 
femalefemalefemalefemale !?70+2*$(  形 メスの   postcardpostcardpostcardpostcard !E%&'3/=)>04;(  名 はがき 
bamboobamboobamboobamboo !@,+@'&0(  名 竹   giftgiftgiftgift !9*?/(  名 贈り物 
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What do pandas like? 
(2) Is there a gift shop in Ueno Zoo? 
    
Practice    
１．例にならって「この近くに～がありますか？」とたずねる疑問文を作りなさい。また、Yes
または Noを使って答えなさい。 

（例）a gift shop (Yes) ⇒ Is there a gift shop near here? ---- Yes, there is. 
(1) a bank (Yes)   (2) a flower shop (No)   (3) a school (Yes)   (4) a restaurant (No) 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）There is only one panda in Ueno Zoo. 
(1) 私たちの市には図書館がひとつしかありません。(library, our city) 
(2) 私たちの学校には外国人の先生がひとりしかいません。(foreign teacher, our school) 
(3) この部屋には出口が１個しかありません。(exit, this room) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）I want some picture postcards of pandas. 
(1) 私は牛乳がほしいです。(some milk) 
(2) 私はビスケットがほしいです。(some biscuits) 
(3) 私は電車についての本が何冊かほしいです。(some books about trains) 
 
４．!'0(の発音に注意して言いなさい。 
  zoo   food   bamboo   shoes 

 
P:  Oh, this is a panda. 
A:  Yes, there is only one panda in Ueno Zoo. 
P:  Is this panda male or female? 
A:  He’s male. 
P:  He’s very cute. 
A:  His name is Ling-Ling.  
P:  Look. He’s eating a bamboo leaf. 
A:  Pandas like bamboo leaves very much. 
P:  I want some picture postcards of pandas. 
    Is there a gift shop near here? 
A:  Yes, there is. You can buy gifts at the shop over there. 
 

P: ポール  A: 綾香 
動物園を歩くと、パンダ
が目に入りました。 
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Unit 15-B  笹笹笹笹のののの葉葉葉葉をををを食食食食べるべるべるべるパンダパンダパンダパンダ 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: あ、これはパンダだね。 
A: うん。上野動物園にはパンダは一頭しかいないの。 
P: このパンダはオス、それともメス？ 
A: オスよ。 
P: とてもかわいいな。 
A: 名前はリンリンっていうのよ。 
P: 見て。笹の葉を食べてるよ。 
A: パンダは笹の葉が大好物なの。 
P: パンダの絵葉書がほしいな。この近くにギフトショップはある？ 
A: うん。あそこの店でおみやげが買えるよ。 
 
    
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(5)  there is(5)  there is(5)  there is(5)  there isとととと there arethere arethere arethere areのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
Is thereIs thereIs thereIs there a gift shop near here?  この近くにギフトショップはありますか？ 
There is ～.の疑問文、つまり「～はありますか」と聞くときは、There isの語順を変えて Is there ～
とします。これに対する答えは、Yes, there is.（はい、あります）および No, there isn’t.（いいえ、
ありません）となります。 
一方、There are ～.の疑問文は Are there ～?となり、これに対する答えは、Yes, there are.（はい、
あります）および No, there aren’t.（いいえ、ありません）となります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, there is only one panda in Ueno Zoo.Yes, there is only one panda in Ueno Zoo.Yes, there is only one panda in Ueno Zoo.Yes, there is only one panda in Ueno Zoo.    
◇ onlyは「ただ～だけ」という意味です。一頭しかいないということを強調しているため、a panda
ではなく one pandaとします。 

HeHeHeHe’’’’s eating a bamboo leaf.s eating a bamboo leaf.s eating a bamboo leaf.s eating a bamboo leaf.    
◇ a bamboo leafは「竹の葉」つまり「笹の葉」のことです。 
Pandas like bamboo leaves very much.Pandas like bamboo leaves very much.Pandas like bamboo leaves very much.Pandas like bamboo leaves very much.    
◇ leavesは leaveの３人称単数現在形と形は同じですが、ここでは leafの複数形として使われてい
ます。このように、fや feで終わる名詞の複数形の語尾は、普通は vesとなります。（例）housewife 
→ housewives 
◇ この文は一頭のパンダの話ではなく一般的なパンダの話をしているので、a panda ではなく

pandasと複数形にしています。 
I want some picture postcards of pandas.I want some picture postcards of pandas.I want some picture postcards of pandas.I want some picture postcards of pandas.    
◇ wantは「～をほしいと思う」という意味の動詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(8)  (8)  (8)  (8)  !!!!'0('0('0('0(のののの発音発音発音発音    
zooの ooの部分は、日本語の「ウー」よりも唇を丸めて突き出すようにして発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They like bamboo leaves.   (2) Yes, there is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Is there a bank near here? ---- Yes, there is. 
    (2) Is there a flower shop near here? ---- No, there isn’t. 
    (3) Is there a school near here? ---- Yes, there is. 
    (4) Is there a restaurant near here? ---- No, there isn’t. 
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Unit 15-C  There aren’t any lions in this zoo. 
    

 

 
Words & Phrases    
ostrich ostrich ostrich ostrich !)&3/4*/:(        名    ダチョウ        horsehorsehorsehorse    !"6043(        名    馬    
bird bird bird bird !@#04;(        名    鳥                its its its its !*/3(        代    その    
fly fly fly fly !?$)*(        動    飛ぶ                leg leg leg leg !$29(        名    脚    
lionlionlionlion    !$)&*#5(        名    ライオン            by the wayby the wayby the wayby the way        ところで    
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Can an ostrich fly? 
(2) Can an ostrich run fast? 
    
Practice    
１．例にならって「～がありません」という文を作りなさい。 
（例）no lion, in Ueno Zoo ⇒ There is no lion in Ueno Zoo. 
      any lions, in Ueno Zoo ⇒ There aren’t any lions in Ueno Zoo. 
(1) any textbooks, on the desk   (2) no post office, near here 
(3) no cat, under the table   (4) any animals, in this park 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）An ostrich is a bird. 
(1) ペンギンは鳥です。(a *penguin) 
(2) ツバメは鳥です。(a *swallow) 
(3) スズメは鳥です。(a *sparrow) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Look at its long legs. 
(1) それの長いしっぽを見なさい。(*tail) 
(2) それの長い腕を見なさい。(*arms) 
(3) それの長い毛を見なさい。(hair) 
 
４．!,(の発音に注意して言いなさい。 
   can’t   flag   cat   answer 
 

 
P:  What is this animal? 
A:  It’s an ostrich. 
P:  Is it a bird? 
A:  Yes. An ostrich is a bird, but it can’t fly. 
P:  How does it run away from lions, then? 
A:  It can run very fast like horses. 
    Look at its long legs! 
P:  I see. By the way, are there any lions in Ueno Zoo? 
A:  No, there aren’t any lions in this zoo. 
 

P: ポール  A: 綾香 
ポールと綾香はダチョ
ウを見ています。 
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Unit 15-C  ダチョウダチョウダチョウダチョウのののの足足足足 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: この動物は何？ 
A: それはダチョウよ。 
P: 鳥なの？ 
A: うん。ダチョウは鳥だけど、飛べないの。 
P: じゃあ、どうやってライオンたちから逃げるの？ 
A: 馬みたいにとても速く走れるの。その長い足を見て！ 
P: なるほど。ところで、上野動物園にはライオンはいるの？ 
A: ううん、この動物園にライオンは一頭もいないのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(6)  there is(6)  there is(6)  there is(6)  there isとととと there arethere arethere arethere areのののの否定文否定文否定文否定文    
There arenThere arenThere arenThere aren’’’’tttt any lions in this zoo.  この動物園にライオンは一頭もいません。 
「～がありません」「～がいません」というときは、There isn’t ～.（または There is no～.）あるい
は There aren’t ～.とします。 
There are some lions in this zoo.  この動物園にはライオンが何頭かいます。 
There aren’t any lions in this zoo.  この動物園にはライオンが一頭もいません。 
    
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
An ostrich is a bird, but it canAn ostrich is a bird, but it canAn ostrich is a bird, but it canAn ostrich is a bird, but it can’’’’t fly.t fly.t fly.t fly.    
◇ an ostrich は「一匹のダチョウ」ではなく、一般的に「ダチョウ」という動物を指します。複数
形にして、Ostriches are birds, but they can’t fly.と言ってもかまいません。 

◇ it can’t flyは「それ（ダチョウ）は飛ぶことができません」という意味です。 
How does it run away from lions, then?How does it run away from lions, then?How does it run away from lions, then?How does it run away from lions, then?    
◇ 「どうやって」という手段を表す Howで始まる疑問文です。 
◇ run away from ～は「～から逃げる」という意味です。 
◇ thenは「それでは」という意味です。 
It can run very fast like horses.It can run very fast like horses.It can run very fast like horses.It can run very fast like horses.    
◇ like horsesは「馬のように」という意味です。 
Look at its long legsLook at its long legsLook at its long legsLook at its long legs!!!!    
◇ itsは itの所有格で、「その」「それの」という意味です。ここでは an ostrich’sを指します。 
By the way, are there any lions in Ueno Zoo?By the way, are there any lions in Ueno Zoo?By the way, are there any lions in Ueno Zoo?By the way, are there any lions in Ueno Zoo?    
◇ by the wayは「ところで」と話題を変えるときの表現です。 
◇ are there ～?は「～がいますか？」という疑問文です。 
◇ anyは「いくつかの」という意味で疑問文とともに使います。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(9)  (9)  (9)  (9)  !,(!,(!,(!,(のののの発音発音発音発音    
日本語の「ア」と「エ」の中間音で、口を左右に十分開いて発音します。can’t !=,5/(や cat !=,/(の
ように kの音と結びつくとき、日本人は「キャ」と発音しがちですが、もとの英語の発音とのちがい
に注意しましょう。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, it can’t.   (2) Yes, it can. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) There aren’t any textbooks on the desk.   (2) There is no post office near here. 
    (3) There is no cat under the table.   (4) There aren’t any animals in this park. 
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Unit 15-D  How many ducks are there in the pond? 
    

 

 
Words & Phrases    
tour tour tour tour !/'#4(        名    周遊、ツアー            duck duck duck duck !;A=(        名    カモ    
around around around around !#4)&'5;(        前 ～の周りに        thousand thousand thousand thousand !D)&'F#5;(        名 千    
startstartstartstart    !3/)04/(        動    始まる            winterwinterwinterwinter    !B75/#4(        名    冬    
benchbenchbenchbench    !@25/:(        名    ベンチ            northnorthnorthnorth    !5604D(        名    北    
pond pond pond pond !E)5;(        名    池                
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are there lots of ducks in Shinobazu Pond? 
(2) Where do ducks fly in the spring? 
    
Practice    
１．例にならって「～がいくつありますか？」と数をたずねる文を作りなさい。 
（例）There are many ducks in the pond. ⇒ How many ducks are there in the pond? 
(1) There are many books in the library. 
(2) There are many lions in the zoo. 
(3) There are many monkeys on the mountain. 
(4) There are many students in the classroom. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）There are about ten thousand ducks here. 
(1) ここに約 1000 頭の牛がいます。(one thousand *cows) 
(2) ここに約 2000 匹のカメがいます。(two thousand *turtles) 
(3) ここに約 20000 羽のカラスがいます。(twenty thousand *crows) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）In the spring, they fly to the north. 
(1) 夏には、彼らは西へと飛びます。(summer, west) 
(2) 秋には、彼らは南へと飛びます。(fall, *south) 
(3) 冬には、彼らは東へと飛びます。(winter, *east) 
 
４．二重母音に注意して言いなさい。 
  time   around   table   OK    

 
P:  There is a tour around the zoo. 
    It starts at 1:30. 
A:  We still have time. Let’s sit on that bench. 
P:  OK. Oh, this pond is beautiful. 
A:  This is Shinobazu Pond. 
    There are lots of ducks in the pond. 
P:  How many ducks are there in the pond? 
A:  There are about ten thousand ducks here in the winter. 
    In the spring, they fly to the north. 
 

P: ポール  A: 綾香 
動物園の横にある不忍
池に来ました。 
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Unit 15-D  不忍池不忍池不忍池不忍池ののののカモカモカモカモたちたちたちたち 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: 動物園を回るツアーがあるよ。１時 30 分に始まる。 
A: まだ時間があるわ。あのベンチに座りましょう。 
P: そうしよう。おや、この池はきれいだな。 
A: これは不忍池よ。池の中にカモがたくさんいるわね。 
P: 池にカモは何羽いるかな？ 
A: 冬には、ここに約１万羽のカモがいるわ。春に、北へと飛ぶのよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(7)  there are(7)  there are(7)  there are(7)  there areとととと how manyhow manyhow manyhow many    
How manHow manHow manHow manyyyy ducks are thereare thereare thereare there in the pond?  池にカモは何羽いますか？ 
「～がいくつありますか？」という疑問文は、How many ～ are there?とします。 
There are about ten thousand ducks in the pond.  池には約一万羽のカモがいます。 
 
How many ducks are there in the pond?  池には何羽のカモがいますか？ 
    
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
There is a tour around the zoo.There is a tour around the zoo.There is a tour around the zoo.There is a tour around the zoo.    
◇ aroundは「～の周りに」という意味の前置詞で、a tour around the zooは「動物園をまわるツア
ー」という意味になります。 

There are about ten thousand ducks here in the winter.There are about ten thousand ducks here in the winter.There are about ten thousand ducks here in the winter.There are about ten thousand ducks here in the winter.    
◇ aboutは「約」という意味で、数字の前においておよその数を表します。 
◇ ten thousandは「一万」です。英語では、一万の単位は千の何倍かによって表します。（例）twenty 

thousand「二万」、thirty thousand「三万」、forty-five thousand「四万五千」 
◇ winterは「冬」です。季節を表す名詞が出そろったのでまとめておきましょう。 
  spring「春」summer「夏」fall「秋」winter「冬」 
In the spring, they fly to the north.In the spring, they fly to the north.In the spring, they fly to the north.In the spring, they fly to the north.    
◇ fly to the northで「北に向けて飛ぶ」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(10)  (10)  (10)  (10)  二重母音二重母音二重母音二重母音、、、、三重母音三重母音三重母音三重母音    
ひとつの母音から始まり、別の母音に移動する音を二重母音といいます。OK の O、around や
thousandの ouの部分が二重母音の例です。最初の母音が長くはっきりと発音され、後の母音は弱く
ぼかすように発音されます。母音が３つ続く場合は三重母音になります。 
二重母音、三重母音には次のようなものがあります。（*印はまだ習っていない語句） 
!)*(（time、flyなど） !)'(（around、howなど） !*#4(（beer、nearなど） 
!'#4(（poor、tourなど） !I#4(（wear、hairなど） !2*(（they、makeなど） 
!6*(（boy、toyなど） !%'(（go、slowなど） !)'#4(（hour、flowerなど） 
!)*#4(（*fire, *tiredなど）  
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, there are.   (2) They fly to the north. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How many books are there in the library? 
    (2) How many lions are there in the zoo? 
    (3) How many monkeys are there on the mountain? 
    (4) How many students are there in the classroom? 



英語の正道 J1 01-001 149

Unit 15-E  Exercises (15) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) There is a book on the desk.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(2) There are some monkeys in the zoo.  （否定文に） 
(3) There are five pencils in the pencil box.  （fiveが答えの中心になる文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) Can we (          ) food to the monkeys? 
(2) Ostriches can (          ) away from lions. 
(3) What time does the tour (          )? 
   give   run   sit   start   want 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) panda : pandas = leaf : (          ) 
(2) man : woman = male : (          ) 
(3) they : their = it : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) the (          ), what is the name of this bird? 
  ところで、この鳥の名前は何ですか？ 
(2) (          )(          ), they sell pizza in the cafeteria. 
  たとえば、食堂ではピザを売っています。 
(3) There (          )(          ) of animals in the zoo. 
  動物園にはたくさんの動物がいます。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) There are about fifty thousand books in this library. 
(2) Don’t eat fast like horses. 
(3) There is no gift shop near here. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私はライオンの絵はがきがいくつかほしいです。 
(2) 木のそばにふたりの少女がいます。 
(3) サルは飛ぶことができますか？ ― いいえ、できません。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) bird       (2) many      (3) machine 
   first          strange       teacher 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) an-i-mal   (2) thou-sand   (3) a-round 
   1  2 3         1    2        1   2 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) You can buy the gift at the shop (          )(          ).  
(2) Let’s (          )(          ) that bench. 
(3)                                                  
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【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Paul:  What kind of books do you like? 
Misaki: I like books about Japanese history. 
Paul:  Do you usually buy lots of books? 
Misaki: No, I usually *borrow books from our school library. 
Paul:  Is it a big library? 
Misaki: Yes, there are about ten thousand books in the library. 
Paul:  How many books can you borrow a week? 
Misaki: We can borrow five books. 
Paul:  Can you eat food in the library? 
Misaki: No, we can’t. We can’t eat or drink in the library. 
（注）borrow 借りる 
 
QUESTIONS（Misakiのつもりで答えなさい） 
(1) What kind of books do you like? 
(2) Is there a library in your school? 
(3) How many books are there in your school library? 
(4) Can you borrow ten books a week from the library? 
(5) Can you eat lunch in the library? 
 
 
 
■曜日の名前を覚える詩 
 
  Solomon Grundy 
 
  Solomon Grundy,                ソロモン・グランディーは 
  Born on a Monday,              月曜日に生まれて 
  Christened on Tuesday,          火曜日に洗礼名を受けて 
  Married on Wednesday,          水曜日に結婚して 
  Took ill on Thursday,             木曜日に病気になって 
  Worse on Friday,                 金曜日に悪化して 
  Died on Saturday,                土曜日に死んで 
  Buried on Sunday.                日曜日に埋葬された 
  This is the end                   これでソロモン・グランディーの一巻の終わり 
  Of Solomon Grundy. 
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Unit 16  Paul’s Parents Come to Japan 
 
Unit 16-A  My parents are going to visit Japan next month. 
    

 

 
Words & Phrases    
letter letter letter letter !$2&/#4(        名    手紙            stay stay stay stay !3/2*(        動    泊まる    
visitvisitvisitvisit    !C7F*/(        動    訪れる            hotelhotelhotelhotel    !"%'/2&$(        名    ホテル    
month month month month !+A5D(        名    月                
    
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Where do your parents live?   (2) When are your parents going to visit Japan? 
    
Practice    
１．例にならって「来月～する予定です」という未来の予定を表す文を作りなさい。 
（例）My parents visit Japan. ⇒ My parents are going to visit Japan next month. 
(1) We stay at a hotel in Shinjuku.   (2) I leave Japan. 
(3) Naoki buys a camera.   (4) She sees a movie. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Who is the letter from? 
(1) そのはがきは誰からですか？ (postcard) 
(2) そのプレゼントは誰からですか？ (*present)    
(3) その贈り物は誰からですか？ (gift) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What does the letter say? 
(1) その板には何と書いてありますか？ (board) 
(2) その紙には何と書いてありますか？ (*paper) 
(3) その岩には何と書いてありますか？ (*rock) 
 
４．!*0(と!*(のちがいに注意して言いなさい。 
   eat !*0/( sheep !:*0E( feel !?*0$(  leave !$*0C( 
   it !*/(  ship !:*E(  fill !?*$(  live !$*C( 

 
A:  What are you doing? 
P:  I’m reading a letter from the U.S. 
A:  Who is it from? 
P:  It’s from my parents. 
    They live in San Francisco. 
A:  What does the letter say? 
P:  Well, my parents are going to visit Japan next month. 
A:  Really? Are they going to stay at our house? 
P:  No, they aren’t.  
    They are going to stay at a hotel in Shinagawa. 
 

A: 綾香  P: ポール 
ポールのホームステイ
先に両親から手紙が届
きます。 
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Unit 16  ポールポールポールポールのののの両親両親両親両親がががが日本日本日本日本にににに来来来来るるるる 
 
Unit 16-A  ポールポールポールポールのののの両親両親両親両親からのからのからのからの手紙手紙手紙手紙 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: 何をしているの？ 
P: アメリカからの手紙を読んでいるところだよ。 
A: 誰から？ 
P: 両親から。サンフランシスコに住んでいるんだ。 
A: 手紙には何て書いてあるの？ 
P: それがね、両親が来月、日本を訪れるつもりだって。 
A: 本当？ 彼らは私たちの家に泊まるの？ 
P: いや。品川のホテルに泊まるつもりだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(5)  (5)  (5)  (5)  未来未来未来未来のののの予定予定予定予定をををを表表表表すすすす be going tobe going tobe going tobe going to    
My parents are going toare going toare going toare going to visit Japan next month.  私の両親は来月日本を訪れる予定です。 
be動詞＋going to＋動詞（原形）で、「～するつもりです」という未来の予定を表すことができます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Who is it from?Who is it from?Who is it from?Who is it from?    
◇ 「それ（手紙）は誰から？」という意味で、この whoは目的格としての用法になります。whoの
目的格（誰を、誰に）には whom という単語もありますが、口語ではあまり使われず、このよう
に whoが代わりに使われます（whomを使う場合は、From whom is it?という語順です）。 

What does the letter say?What does the letter say?What does the letter say?What does the letter say?    
◇ 「その手紙は何を言いますか？」つまり「その手紙には何と書いてありますか？」という意味で
す。 

Well, my parents are going to visit Japan next Well, my parents are going to visit Japan next Well, my parents are going to visit Japan next Well, my parents are going to visit Japan next month.month.month.month.    
◇ next monthは「来月」という意味で、前置詞なしで使います。 
◇ visitは「～を訪れる」という意味の動詞で、visit Japanのように前置詞なしで使います。 
Are they going to stay at our house?Are they going to stay at our house?Are they going to stay at our house?Are they going to stay at our house?    
◇ stayは「滞在する」という動詞で、「彼らは私たちの家に泊まるつもりですか？」となります。 
No, they arenNo, they arenNo, they arenNo, they aren’’’’t.t.t.t.    
◇ Are they going to ～?に対する否定の答え方です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(11)  (11)  (11)  (11)  !*!*!*!*0(0(0(0(とととと!*(!*(!*(!*(のちがいのちがいのちがいのちがい    
似た音を聞き分けたり、区別して発音したりする練習をします。liveの母音は日本語の「イ」とちが
うので、日本語の「イー」に近い leaveになってしまわないよう気をつける必要があります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They live in San Francisco.   (2) They are going to visit Japan next month. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) We’re going to stay at a hotel in Shinjuku next month.    
    (2) I’m going to leave Japan next month. 
    (3) Naoki is going to buy a camera next month. 
    (4) She’s going to see a movie next month. 
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Unit 16-B  My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon. 
    

 

 
Words & Phrases    
will will will will !B*$-.B#$(        助    ～だろう            business business business business !@7F5*3(        名    商売    
arrive arrive arrive arrive !#4)&*C(        動    到着する            trip trip trip trip !/4*E(        名    旅行    
tomorrow tomorrow tomorrow tomorrow !/#+6&04%'(        名    明日        until until until until !A5/7$(        前    ～まで    
airplaneairplaneairplaneairplane    !I&#4E$2>*5(        名    飛行機        TuesdayTuesdayTuesdayTuesday    !/1'&0F;*(        名    火曜日    
wonwonwonwon’’’’tttt    !B%'5/(        ((will notの短縮形))        WednesdayWednesdayWednesdayWednesday    !B2&5F;*(        名    水曜日    
    
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Will your mother come to Japan with your father? 
(2) Will your father arrive in Japan on Tuesday? 
    
Practice    
１．例にならって willを使った意志・推量を表す文を作りなさい。 
（例）My mother arrives in Japan. (tomorrow afternoon) 
⇒ My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon. 
(1) My father comes to Tokyo. (next month)   (2) The airplane leaves Japan. (at 1:30) 
(3) Do your parents stay at our house? ---- No, they don’t. (next week) 
(4) Does she go around the city? ---- Yes, she does. (next Sunday) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What time will the airplane arrive? 
(1) その船は何時に着きますか？ (*ship) 
(2) そのタクシーは何時に着きますか？ (taxi) 
(3) そのヘリコプターは何時に着きますか？ (*helicopter) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He’s on a business trip until this Tuesday. 
(1) 彼は来週の火曜日まで旅行に行っています。(a trip, next Tuesday) 
(2) 彼は明日まで修学旅行に行っています。(a *graduation trip, tomorrow) 
(3) 彼は今日の午後まで家族旅行に行っています。(a family trip, this afternoon) 
 
４．!*(と!2(のちがいに注意して言いなさい。 
  will !B*$( sit !3*/(  big !@*9(  bill !@*$( 
  well !B2$( set !32/(  beg !@29(  bell !@2$( 

 
P:  My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon. 
A:  What time will the airplane arrive? 
P:  It will arrive at 5:30 p.m. 
A:  Will your father come with her? 
P:  No, he won’t. 
    He’s on a business trip until this Tuesday. 
A:  Will he arrive in Japan on Wednesday? 
P:  Yes, he will. 
 

P: ポール  A: 綾香 
ポールの両親がいよい
よ明日日本に来ます。 
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Unit 16-B  両親両親両親両親がががが到着到着到着到着するするするする前日前日前日前日 
 

P: ポール  A: 綾香 
P: 母は、明日の午後に日本に着くよ。 
A: 飛行機は何時に到着するの？ 
P: ５時 30 分に着くよ。 
A: お父さんもいっしょに来るの？ 
P: いや、来ない。父は今週の火曜日まで出張に行っているんだ。 
A: お父さんは水曜日に日本に着くの？ 
P: うん、そうだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(5)  (5)  (5)  (5)  意志意志意志意志・・・・推量推量推量推量をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 willwillwillwill    
My mother willwillwillwill arrive in Japan tomorrow afternoon.  母は明日の午後に日本に到着するでしょう。 
「～するでしょう」という未来の予想や予定・意志を表すには、助動詞 willを使います。疑問文や否
定文の作り方は助動詞 canを使った文の場合と同じです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon.My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon.My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon.My mother will arrive in Japan tomorrow afternoon.    
◇ arriveは「着く」という意味の動詞で、「～に着く」のように場所を指すには前置詞が必要です。 
◇ tomorrow afternoonは「明日の午後に」という意味で、前置詞はつけません。 
No, he wonNo, he wonNo, he wonNo, he won’’’’t.t.t.t.    
◇ Will your father ～?に対する否定の答え方で、「はい、そうでしょう」ならば Yes, he willです。 
◇ won’tは will notの短縮形です。 
HeHeHeHe’’’’s on a business trip until this Tuesday.s on a business trip until this Tuesday.s on a business trip until this Tuesday.s on a business trip until this Tuesday.    
◇ business tripは「仕事の旅」つまり「出張」のことです。「彼は出張中です」は、前置詞 onを使
って He’s on a business trip.となります。 

◇ untilは「～まで（ずっと）」という時の継続を表す前置詞です。 
◇ this Tuesdayは「この火曜日」つまり「今週の火曜日」という意味です。 
Will he arrive in Japan on Wednesday?Will he arrive in Japan on Wednesday?Will he arrive in Japan on Wednesday?Will he arrive in Japan on Wednesday?    
◇ on Wednesday は「水曜日に」という意味です。曜日のように１日単位の時を表すときは、前置
詞に onを使います。 

◇ 曜日を表す名詞が全部出そろったので、まとめておきましょう。 
  Monday「月曜日」、Tuesday「火曜日」、Wednesday「水曜日」、Thursday「木曜日」、Friday「金
曜日」、Saturday「土曜日」、Sunday「日曜日」 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(12)  (12)  (12)  (12)  !*(!*(!*(!*(とととと!2(!2(!2(!2(のちがいのちがいのちがいのちがい    
!*(が日本語の「イ」よりも「エ」に近いため、!2(と聞き分けにくいことがあります。特に、will、bill
のように!*(の後に!$(が来るときに、well、bellと聞き間違えやすいので要注意です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, she won’t.   (2) No, he won’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) My father will come to Tokyo next month. 
    (2) The airplane will leave Japan at 1:30. 
    (3) Will your parents stay at our house next week? ---- No, they won’t. 
    (4) Will she go around the city next Sunday? ---- Yes, she will. 
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Unit 16-C  I won’t be busy this weekend. 
    
 
A:  Will you spend this weekend with your parents? 
P:  Yes, I will. 
    I’ll show them around Hachioji. 
    I’ll also take them to ABC Department Store. 
A:  Will you go around the city by bus? 
P:  Yes, I think so. 
O:  I can show you around by car. 
    I won’t be busy this weekend. 
P:  Really? Thank you very much, Mr. Yoshida. 
 
 
Words & Phrases    
spend spend spend spend !3E25;(        動    過ごす            department department department department !;*E)&04/+#5/(        名     部門、売り場    
weekend weekend weekend weekend !B70=2>5;(        名    週末            store store store store !3/604(        名    店    
IIII’’’’ll ll ll ll !)*$(        ((I willの短縮形))            think think think think !D*8=(        動    考える    
show show show show !:%'(        動    見せる            car car car car !=)04(        名    車    
also also also also !6&0$3%'(        副    ～もまた                    
    
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Will you spend this weekend with your parents ? 
(2) Will you take your parents to a department store this weekend? 
    
Practice    
１．例にならって willを使った文を作りなさい。 
（例）I’m not busy. (this weekend) ⇒ I will not be busy this weekend. 
(1) The trains are crowded. (next Saturday)   (2) He’s not free. (tomorrow)    
(3) You’re late for school. (tomorrow morning)   (4) Is she in New York? (next month) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’ll also take them to ABC Department Store. 
(1) 私は彼らを本屋にも連れて行きます。(a *bookstore) 
(2) 私は彼らを教会にも連れて行きます。(the *church) 
(3) 私は彼らを東京タワーにも連れて行きます。(Tokyo *Tower) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I won’t be busy this weekend. 
(1) 私は今晩は忙しくないでしょう。(this *evening) 
(2) 私は今週の水曜日は忙しくないでしょう。(this Wednesday) 
(3) 私は今月は忙しくないでしょう。(this month) 
 
４．!A(の発音に注意して言いなさい。 
  bus   come   sun   lunch 

A: 綾香  P: ポール 
O: 綾香の父 
綾香の家でポールは今
週末の予定について聞
かれています。 
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Unit 16-C  週末週末週末週末にににに両親両親両親両親をををを町案内町案内町案内町案内 
 

A: 綾香  P: ポール  O: 綾香の父 
A: 今週末あなたは、ご両親と過ごすつもりなの？ 
P: うん。八王子を案内して回るつもりだよ。ＡＢＣデパートにも連れて行くよ。 
A: バスで市内を回るつもり？ 
P: うん、そう思う。 
O: 私が車で君たちを案内してあげられるよ。今週末は忙しくないからね。 
P: 本当ですか？ 吉田さん、どうもありがとうございます。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(6)  (6)  (6)  (6)  助動詞助動詞助動詞助動詞＋＋＋＋bebebebe動詞動詞動詞動詞    
I won won won won’’’’tttt bebebebe busy this weekend.  私は今週末には忙しくないでしょう。 
be動詞の文を助動詞とともに使う場合には、be動詞の形を原形の beにします。特に否定文の場合の
notと beの位置を間違えないように注意してください。 
I am not busy today.  私は今日は忙しくありません。 
I will not be busy this weekend.  私は今週末は忙しくないでしょう。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Will you spend this weekend with your parents?Will you spend this weekend with your parents?Will you spend this weekend with your parents?Will you spend this weekend with your parents?    
◇ この willは未来の意志を表す助動詞で、「あなたは～するつもりですか？」という意味になります。 
◇ spendは「～を過ごす」という意味で、spend this weekendで「今週末を過ごす」となります。 
Yes, I will.Yes, I will.Yes, I will.Yes, I will.    
◇ Will you ～?に対する肯定の答え方で、「はい、そうするつもりです」の意味です。 
IIII’’’’ll show them around Hachioji.ll show them around Hachioji.ll show them around Hachioji.ll show them around Hachioji.    
◇ この willも「～するつもりです」という未来の意志を表します。 
◇ show は「見せる」という意味で、show ～ around ･･･で「～に･･･を案内して回る」となりま
す。 

IIII’’’’ll also take them to ABC Department Store.ll also take them to ABC Department Store.ll also take them to ABC Department Store.ll also take them to ABC Department Store.    
◇ alsoは「～もまた」という意味で、I’ll take them to ABC Department Store, too.と言ってもほ
ぼ同じ意味になります。 

Yes, Yes, Yes, Yes, I think so.I think so.I think so.I think so.    
◇ ここでの soは「そのように」という副詞の意味です。全体で「はい、そう思います」となります。 
I can show you around by car.I can show you around by car.I can show you around by car.I can show you around by car.    
◇ youの目的格（あなたがたを）は、主格と同じ形の youになります。 
Thank you very much, Mr. Yoshida.Thank you very much, Mr. Yoshida.Thank you very much, Mr. Yoshida.Thank you very much, Mr. Yoshida.    
◇ 「どうもありがとう（ございます）」という深い感謝を表すには、very muchを使います。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(13)  (13)  (13)  (13)  !A(!A(!A(!A(のののの発音発音発音発音    
busも bathもカタカナでは「バス」と表されるため、日本人にとっては両者の区別が難しいですが、
busの uは、口をあまり開けずにあいまいな感じに「ア」と言います。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I will.   (2) Yes, I will. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) The trains will be crowded next Saturday.   (2) He will not be free tomorrow. 
    (3) You will be late for school tomorrow morning.   (4) Will she be in New York next month? 
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Unit 16-D  I’m leaving home in five minutes. 
    

 

 
Words & Phrases    
bathroom bathroom bathroom bathroom !@,&D4'>!0(+(        名    浴室        mom mom mom mom !+)+(        名    お母さん    
call call call call !=60$(        動    呼ぶ                telephone telephone telephone telephone !/2&$#?%>'5(        名    電話    
phone phone phone phone !?%'5(        名    電話            goodgoodgoodgood----bye bye bye bye !9';@)&*(        感    さようなら    
    
Practice    
１．例にならって、現在進行形を使って未来の予定を表す文を作りなさい。 
（例）I will leave home in five minutes. ⇒ I’m leaving home in five minutes. 
(1) My father will come to Osaka tomorrow. 
(2) She will go to the U.S. next week. 
(3) I will move to Hokkaido this weekend. 
(4) They will leave for Kyoto this afternoon. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）I’m in the bathroom. 
(1) 私は台所にいます。(kitchen) 
(2) 私は食堂にいます。(dining room) 
(3) 私は居間にいます。(living room) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’ll be with you in ten minutes. 
(1) 15 分でそこに行きます。(fifteen minutes) 
(2) ２時間でそこに行きます。(two hours) 
(3) 30 秒でそこに行きます。(thirty *seconds) 
 
４．!60(と!%'(のちがいに注意して言いなさい。 
  call !=60$( ball !@60$(  pause !E60F( caught !=60/( 
  coal !=%'$( bowl !@%'$( pose !E%'F( coat !=%'/( 

 
A:  Paul, where are you? 
P:  I’m in the bathroom. 
A:  Your mother is calling you on the phone. 
P:  OK. I’m coming.  
    Hello. 
L:  Hello. Is this Paul? 
P:  Yes. Hi, Mom. Where are you now? 
L:  I’m at Mejirodai Station. 
    I’m calling from a telephone box near the station. 
P:  OK. I’m leaving home in five minutes. 
    So I’ll be with you in ten minutes. 
L:  OK. I’m waiting for you. Good-bye. 
 

A: 綾香  P: ポール 
L: ポールの母 
日本に着いたポールの
両親から電話が入りま
す。 
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Unit 16-D  母親母親母親母親からのからのからのからの電話電話電話電話 
 

A: 綾香  P: ポール  L: ポールの母 
A: ポール、どこにいるの？ 
P: 洗面所だよ。 
A: お母さんが電話で呼んでいるわ。 
P: わかった。今行くよ。もしもし。 
L: もしもし。ポール？ 
P: うん。やあ、お母さん。今どこ？ 
L: めじろ台駅よ。駅の近くの電話ボックスからかけているの。 
P: わかった。５分で家を出るから。10 分でそこに行けるよ。 
L: わかったわ。待っているわ。それじゃ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(6)  (6)  (6)  (6)  近近近近いいいい未来未来未来未来のののの予定予定予定予定をををを表表表表すすすす現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形    
I’’’’m leavingm leavingm leavingm leaving home in five minutes.  私は５分で家を出ます。 
現在進行形が近い未来の意志を表すことがあります。go、come、leaveのように往来・発着を表す動
詞によく見られます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Paul, where are you?Paul, where are you?Paul, where are you?Paul, where are you?    
◇ Where are you?は「どこにいるの？」と相手の居場所を聞く表現です。 
IIII’’’’m in the bathroom.m in the bathroom.m in the bathroom.m in the bathroom.    
◇ I’m in ～.は自分の現在の居場所を表すときの表現です。 
Your mother is calling you on the phone.Your mother is calling you on the phone.Your mother is calling you on the phone.Your mother is calling you on the phone.    
◇ callは「（人）を呼ぶ」という意味の動詞です。 
◇ youの目的格（あなたを）は、主格と同じ形の youになります。 
◇ on the phoneは「電話で」という意味で、phoneは telephoneを略した言い方です。 
IIII’’’’m coming.m coming.m coming.m coming.    
◇ この現在進行形は近い未来の意志を表しています。日本語では「行きます」となるところですが、
相手のところに行く場合には、英語では goではなく comeを使います。 

Hello.Hello.Hello.Hello.    
◇ 電話の表現で、日本語の「もしもし」にあたります。 
Is this Paul?Is this Paul?Is this Paul?Is this Paul?    
◇ 電話で「こちらは」「そちらは」などと言う場合に、英語では I や you を使わずにどちらも this
になります。 

Hi, Mom.Hi, Mom.Hi, Mom.Hi, Mom.    
◇ Momは「お母さん」という呼びかけに使う言葉です。「お父さん」は Dadです。 
IIII’’’’m leaving home in five minutes.m leaving home in five minutes.m leaving home in five minutes.m leaving home in five minutes.    
◇ in five minutesは「５分で」「５分後には」という意味です。 
So ISo ISo ISo I’’’’ll be with you in ten minutes.ll be with you in ten minutes.ll be with you in ten minutes.ll be with you in ten minutes.    
◇ I’ll be with youは「私はあなたといっしょにいるでしょう」つまり「そこに行きます」という意
味になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(14)  (14)  (14)  (14)  !60(!60(!60(!60(とととと!%'(!%'(!%'(!%'(のちがいのちがいのちがいのちがい    
call !=60$(と coal !=%'$(（石炭）の発音の区別が重要です。!60(は、口を大きく開けて「アー」という
口の形で「オー」と言います。!%'(は二重母音で「オウ」に近くなります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) My father is coming to Osaka tomorrow.   (2) She’s going to the U.S. next week. 
    (3) I’m moving to Hokkaido this weekend.   (4) They’re leaving for Kyoto this afternoon. 
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Unit 16-E  Exercises (16) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) My mother buys some food.  （be going toを使った未来の文に） 
(2) We are free next Tuesday.  （willを使った未来の文に） 
(3) I will study math tomorrow.  （否定文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) How are you going to (          ) this weekend? 
(2) I can (          ) you around Tokyo. 
(3) I will (          ) you on the phone tomorrow. 
   call   stay   show   spend   visit 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I’ll be (          ) you (          ) five minutes. 
  ５分でそちらに行きます。 
(2) What does the (          )(          )? 
  その手紙には何と書いてありますか？ 
(3) (          ) is the letter (          )? 
  その手紙は誰からですか？ 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Will your father come to Japan with your mother？ 
B: No, he (1)(          ). (2)(a / business / he’s / in / on / this / trip / Tuesday / until). 
A: Will he arrive in Japan (3)(                    )? 
B: Yes, he will. 
(1) 空所にあてはまる単語を答えなさい。 
(2) かっこ内の語句を並べ替えて「彼は今週の火曜日まで出張中です」という意味の文を作りな
さい（ただし余分な単語が１語ある）。 

(3) 空所に「水曜日に」という意味の２語を入れなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Are they going to visit New York next month? ---- Yes, I think so. 
(2) Come here, Paul. ---- OK. I’m coming. 
(3) What time will the train arrive? 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) あなたは今どこにいますか？ ― 居間にいます。 
(2) あなたは今日彼の家に泊まるつもりですか？ 
(3) もしもし。太郎さんですか？ 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) want       (2) month      (3) busy 
   won’t          country        business 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) to-mor-row   (2) ho-tel   (3) ar-rive 
   1  2   3        1  2       1   2 



英語の正道 J1 01-001 160

【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) I’m (          )(          ) you. 
(2) It will arrive at (          )(          ). 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Betty:  Will you be busy during winter vacation? 
Shohei: No, I will not be busy, but I will have some homework for winter vacation. 
Betty:  What are you going to do? 
Shohei: I’m going to make a *kennel. 
Betty:  Doesn’t Koro have a kennel now? 
Shohei: Yes, but his kennel is very old. 
Betty:  Can you use a *saw? 
Shohei: Yes, I can. I always *cut boards with a saw at school. 
Betty:  Will your father help you? 
Shohei: No, he won’t. 
（注）kennel 犬小屋   saw のこぎり   cut 切る 
 
QUESTIONS（Shoheiのつもりで答えなさい） 
(1) Will you be busy during this winter vacation? 
(2) Will you have any homework during this winter vacation? 
(3) Are you going to make a kennel? 
(4) Does Koro have a kennel? 
(5) Can you use a saw? 
 
 
 
■前置詞のスケルトン・パズル 
 

            

           

           

          

    A R O U N D  

         

         

         

         

            

 
  ＜ヒント＞ 
  ABOUT  AFTER  AS  AT  BEFORE  BY  DURING  FOR  FROM  IN  LIKE   
  NEAR  ON  TO  UNDER  UNTIL  WITH 
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Unit 17  Traffic Rules 
 
Unit 17-A  People must walk on the left side of the road. 
    
 
T:  Helen, I have a quiz for you. 
    This is a picture of a bus. 
    Is it going up or down the slope? 
H:  I give up. What’s the answer? 
T:  It’s going down. 
H:  How do you know? 
T:  The doors are on the other side, so it’s going right. 
H:  I see. But your answer is wrong in the United States. 
    We have different traffic rules. 
    “People must walk on the left side of the road.” 
    “Cars must go on the right side of the road.” 
T:  Really?  
 
 
Words & Phrases    
quiz quiz quiz quiz !=B*F(        名    クイズ            different different different different !;7?#4#5/(        形    異なった    
slope slope slope slope !3$%'E(        名    坂            traffic traffic traffic traffic !/4,&?*=(        名    交通    
give up  give up  give up  give up  あきらめる            rule rule rule rule !4'0$(        名    規則    
door door door door !;604(        名    扉                must must must must !+A3/-.+#3!/((        助    ～ねばならない    
wrong wrong wrong wrong !4608(        形    間違っている        road road road road !4%';(        名    道    
    
Practice    
１．例にならって「～しなければなりません」という義務を表す文を作りなさい。 
（例）People walk on the left side of the road. 
⇒ People must walk on the left side of the road. 
(1) I do my homework every day.   (2) You study English. 
(3) He goes on a business trip.   (4) We take off our shoes here. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The doors are on the other side. 
(1) 窓は反対側にあります。(*windows)   (2) 入口は反対側にあります。(*entrances) 
(3) 鏡は反対側にあります。(*mirrors) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We have different traffic rules. 
(1) 私たちにはちがう校則があります。(school rules) 
(2) 私たちにはちがう習慣があります。(*customs) 
(3) 私たちにはちがうマナーがあります。(*manners) 
 
４．!)0(、!)04(の発音に注意して言いなさい。 
   car   father   park   department 

T: 拓也  H: ヘレン 
拓也がバスの絵を描い
てヘレンに見せに来ま
した。 
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Unit 17  交通交通交通交通ルールルールルールルール 
 
Unit 17-A  アメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは車車車車はははは右右右右、、、、人人人人はははは左左左左 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
T: ヘレン、クイズがあるよ。これはバスの絵です。 
   バスは坂を上っているでしょうか、それとも下っているでしょうか？ 
H: 降参だわ。答えは何？ 
T: 下っているところだよ。 
H: どうしてわかるの？ 
T: 扉が反対側にあるから、バスは右に向かっているんだよ。 
H: なるほどね。でもあなたの答えはアメリカでは間違いよ。私たちは、ちがう交通規則があるの。 
   「人は道路の左側を歩かなければならない」「車は道路の右側を進まなければならない」。 
T: 本当に？ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(7)  (7)  (7)  (7)  義務義務義務義務をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 mustmustmustmust    
People mustmustmustmust walk on the left side of the road.  人は道路の左側を歩かなければなりません。 
「～しなければならない」という義務を表すには、助動詞mustを使います。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Is it going up or down the slope?Is it going up or down the slope?Is it going up or down the slope?Is it going up or down the slope?    
◇ going up or downは going up or going downの goingをひとつ省略した言い方です。go up the 

slopeは「坂を上る」、go down the slopeは「坂を下る」という意味です。 
I I I I give up.give up.give up.give up.    
◇ give upは「あきらめる」という意味で、I give up.は「まいった」と降参するときの表現です。 
How do you know?How do you know?How do you know?How do you know?    
◇ 「どうしてわかるのですか？」という意味で、「いかにして」という意味の疑問詞 how を使った
表現になっています。 

The doors are on the other side, so itThe doors are on the other side, so itThe doors are on the other side, so itThe doors are on the other side, so it’’’’s going right.s going right.s going right.s going right.    
◇ on the other sideは「反対側に」という意味です。全体で「扉は反対側にあります」となります。 
◇ go rightは「右に行く」という意味で、rightは「右へ」という副詞です。 
But yBut yBut yBut your answer is wrong in the United States.our answer is wrong in the United States.our answer is wrong in the United States.our answer is wrong in the United States.    
◇ wrongは「間違っている」という意味で、反対語は right（正しい）です。 
We have different traffic rules.We have different traffic rules.We have different traffic rules.We have different traffic rules.    
◇ weはアメリカにいる人々を指しています。話し手がアメリカ人なので weを使います。 
◇ differentは「異なる」「別の」という意味の形容詞です。名詞形は difference（ちがい）です。 
◇ traffic ruleは「交通規則」という意味です。 
People must walk on the left side of the road.People must walk on the left side of the road.People must walk on the left side of the road.People must walk on the left side of the road.    
◇ on the left side of the roadで「道路の左側の上を」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(15)  (15)  (15)  (15)  !)0(!)0!)0(!)0!)0(!)0!)0(!)04444((((のののの発音発音発音発音    
carの母音は、口を大きく開けて、のどの奥から「アー」と発音します。!4(は最後に舌を巻くという
意味です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I must do my homework every day.   (2) You must study English. 
    (3) He must go on a business trip.   (4) We must take off our shoes here. 
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Unit 17-B  You may cross the street at the green light. 
    
 
H:  Traffic lights are very important. 
T:  You must stop at the red light. 
    You may cross the street at the green light. 
    You must cross the street carefully at the yellow light. 
    Are these right in the United States? 
H:  Yes, they are right. 
    But some rules are different from Japanese rules. 
    In the United States, cars may turn right at the red 

light. 
T:  I see. Are there any other kinds of traffic lights? 
H:  Yes, some of them only have words. 
    They say “Walk” and “Don’t walk.” 
 
 
Words & Phrases    
light light light light !$)*/(        名    光                cross cross cross cross !=4603(        動    横切る    
important important important important !*+E6&04/#5/(        形    重要な        street street street street !3/4*0/(        名    通り    
stop stop stop stop !3/)E(        動    止まる            green green green green !94*05(        形    緑色の    
red red red red !42;(        形    赤い                carefully carefully carefully carefully !=I&#4?#$*(        副    注意深く    
may may may may !+2*(        助    ～してもよい                        
    
Practice    
１．例にならって「あなたは～してよい」という許可を表す文を作りなさい。 
（例）Cross the street at the green light. ⇒ You may cross the street at the green light. 
(1) Go home.   (2) Look at your textbooks. 
(3) Open the letter.   (4) Take a picture. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Traffic lights are very important. 
(1) 交通規則は大変重要です。(traffic rules) 
(2) 校則は大変重要です。(school rules) 
(3) 交通標識は大変重要です。(traffic *signs) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Are there any other kinds of traffic lights? 
(1) その他の種類のベッドもありますか？ (beds) 
(2) その他の種類のカーテンもありますか？ (*curtains) 
(3) その他の種類のじゅうたんもありますか？ (*carpets) 
 
４．andの発音に注意して言いなさい。 
  We don’t go to school on Saturdays and Sundays. 
  My father and mother will visit Japan. 

H: ヘレン  T: 拓也 
ヘレンと拓也は信号の
話をします。 
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Unit 17-B  信号信号信号信号のののの種類種類種類種類 
 

H: ヘレン  T: 拓也 
H: 信号はとても重要よ。 
T: 赤信号では止まらなければならない。青信号では道を渡ってよい。 
   黄色の信号では注意して道を渡らなければならない。これらはアメリカでも正しい？ 
H: ええ、正しいわ。でも、日本の規則とちがう規則もあるのよ。 
   アメリカでは、車は赤信号で右折できるの。 
T: へえ。ほかの種類の信号もあるの？ 
H: うん、言葉しかない信号もあるわ。それらには「歩け」や「歩くな」と書いてあるの。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(8)  (8)  (8)  (8)  許可許可許可許可をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 maymaymaymay    
You maymaymaymay cross the street at the green light.  青信号では道を渡ってもよいです。 
「～してもよい」という許可を表すには、助動詞mayを使います。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Traffic lights are very important.Traffic lights are very important.Traffic lights are very important.Traffic lights are very important.    
◇ lightは「光」という意味で、traffic lightで「信号灯」という意味になります。 
◇ importantは「重要な」という意味です。 
You must stop at the red light.You must stop at the red light.You must stop at the red light.You must stop at the red light.    
◇ youは「あなたは」という話し相手ではなく、人一般を指すことがよくあります。 
◇ stopは「止まる」という動詞です。 
◇ red lightは「赤信号」で、stop at the red lightで「赤信号で止まる」となります。 
You may cross the street at the green light.You may cross the street at the green light.You may cross the street at the green light.You may cross the street at the green light.    
◇ 日本語では「青信号」といいますが、英語では green light（緑色の信号）です。 
Are these right in the United States?Are these right in the United States?Are these right in the United States?Are these right in the United States?    
◇ 「これら（信号について述べた３つの文）は米国では正しいですか？」という意味です。 
But some rules are different from Japanese rules.But some rules are different from Japanese rules.But some rules are different from Japanese rules.But some rules are different from Japanese rules.    
◇ different from ～で「～とちがう」となります。「いくつかの規則は日本の規則とちがう」つまり
「日本の規則とちがう規則もある」という意味になります。 

Are there any other kinds ofAre there any other kinds ofAre there any other kinds ofAre there any other kinds of traffic lights? traffic lights? traffic lights? traffic lights?    
◇ otherは「他の」という意味で、「他のもの」がたくさんあるときは、複数形の名詞が続きます。 
◇ kinds of ～は「～の種類」という意味です。 
Yes, some of them only have words.Yes, some of them only have words.Yes, some of them only have words.Yes, some of them only have words.    
◇ some of ～は「～のいくつか」、some of themで「それら（他の信号）のいくつか」です。「他の
信号のいくつかは言葉しか持たない」つまり「言葉しかない信号もあります」という意味になりま
す。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(21)  a(21)  a(21)  a(21)  andndndndのののの強形強形強形強形とととと弱形弱形弱形弱形    
and は「そして」というときに特に強調する場合は!,5;(という発音になりますが、通常は弱く言わ
れ、発音も!#5;(、あるいは!5;(、!5(となることもあります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You may go home.   (2) You may look at your textbooks. 
    (3) You may open the letter.   (4) You may take a picture. 
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Unit 17-C  You may not turn right. 
    
 
H:  Look at this book. 
    All of these are traffic signs in the United States. 
    This sign is very easy. 
    It means “You may not turn right.” 
T:  What does this sign mean? 
H:  It means “You must not park your car here.” 
    The letter “P” means “park.” 
    How about this sign? It has a picture of students. 
T:  Does it mean “There is a school near here”? 
H:  You’re right. And this sign has a picture of a deer. 
    It means “Watch out for deer.” 
T:  We can find the same sign in Japan, too. 
 
 
Words & Phrases    
sign sign sign sign !3)*5(        名    標識            deerdeerdeerdeer    !;*#4(        名    鹿    
easy easy easy easy !70F*(        形    やさしい            same same same same !32*+(        形    同じ    
turn turn turn turn !/#045(        動    曲がる                
    
Practice    
１．例にならって、may not を使って「あなたは～してはいけません」という禁止を表す文を
作りなさい。 

（例）Don’t turn right. ⇒ You may not turn right. 
(1) Don’t give food to animals.   (2) Don’t park your car. 
(3) Don’t run in the classroom.   (4) Don’t walk on this side of the street. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You must not park your car here. 
(1) ここで食べ物を食べてはいけません。(eat food) 
(2) ここで道路を横切ってはいけません。(cross the street) 
(3) ここでキャッチボールをしてはいけません。(play *catch) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）You can find the same sign in Japan, too. 
(1) 日本でも同じ信号を見つけられますよ。(traffic light) 
(2) 日本でも同じ看板を見つけられますよ。(board) 
(3) 日本でも同じ絵本を見つけられますよ。(picture book) 
 
４．!)(と!A(のちがいに注意して言いなさい。 
  not !5)/( lock !$)=(  rob !4)@(  fond !?)5;( 
  nut !5A/( luck !$A=(  rub !4A@(  fund !?A5;( 

H: ヘレン  T: 拓也 
ヘレンが拓也にアメリ
カの交通標識を集めた
本を見せています。 
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Unit 17-C  さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな交通標識交通標識交通標識交通標識 
 

H: ヘレン  T: 拓也 
H: この本を見て。これらのすべては、アメリカの交通標識よ。 
    この標識はとても簡単ね。「右に曲がってはいけない」という意味よ。 
T: この標識はどういう意味？ 
H: それは「ここに駐車してはいけない」という意味よ。 
   「Ｐ」の文字が「Park（駐車する）」を意味するの。じゃあ、この標識は？ 生徒の絵があるわよ。 
T: それは「この近くに学校がある」という意味？ 
H: そのとおり。それから、この標識は鹿の絵が描いてあるわ。 
   「鹿に注意しなさい」という意味なの。 
T: 同じ標識を日本でも見つけることができるよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(9)  (9)  (9)  (9)  禁止禁止禁止禁止をををを表表表表すすすす may notmay notmay notmay notとととと must notmust notmust notmust not    
You may notmay notmay notmay not turn right.  右に曲がってはいけません。 
「～してはいけません」という禁止を表すには、may notまたはmust notを使います。どちらも似
たような意味になります。 
You may not turn right.  右に曲がってはいけません。 
You must not park your car here.  ここに駐車してはいけません。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
All of these are traffic signs in the United States.All of these are traffic signs in the United States.All of these are traffic signs in the United States.All of these are traffic signs in the United States.    
◇ all of theseは「これらのすべて」という意味です。allは「すべて」という代名詞です。 
◇ traffic signは「交通標識」です。 
It means It means It means It means ““““You must not park your cYou must not park your cYou must not park your cYou must not park your car here.ar here.ar here.ar here.””””    
◇ ここでの parkは「（自動車など）を駐車する」という動詞の用法です。 
The letter The letter The letter The letter ““““PPPP”””” means  means  means  means ““““parkparkparkpark.”.”.”.”    
◇ letterは「手紙」ではなく「文字」という意味です。the letter “P”は「『P』という文字」という
意味です。 

YouYouYouYou’’’’re right.re right.re right.re right.    
◇ 「あなたは正しい」という意味で、相手の答えが当たったときなどに使う表現です。 
And this sign has a picture of a deer.And this sign has a picture of a deer.And this sign has a picture of a deer.And this sign has a picture of a deer.    
◇ andは文の先頭に使って「そして」という意味で使うことがあります。 
It means It means It means It means ““““Watch out for Watch out for Watch out for Watch out for deerdeerdeerdeer....””””    
◇ watch out for ～は「～に用心する」という意味です。 
◇ この deerは複数形です。deerには sがつかず、単数形と複数形が同じです。 
We can find the same sign in Japan, too.We can find the same sign in Japan, too.We can find the same sign in Japan, too.We can find the same sign in Japan, too.    
◇ sameは「同様の」という意味の形容詞で、反対語は differentです。the same signで「同じ標
識」となります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(16)  (16)  (16)  (16)  !)(!)(!)(!)(とととと!A(!A(!A(!A(ののののちがいちがいちがいちがい    
not !5)/(と nut !5A/(のちがいに注意して発音してください。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You may not give food to animals.    
    (2) You may not park your car. 
    (3) You may not run in the classroom. 
    (4) You may not walk on this side of the street. 
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Unit 17-D  That may be a traffic accident. 
    
 
P:  The roads in Japan are narrow. 
A:  And there are also many traffic signs in Japan. 
    Drivers must be very careful. 
L:  I understand. 
    The roads in the United States are very wide. 
A:  Don’t worry. My father is a very good driver. 
O:  Oh, there are lots of cars in front of us. 
A:  Look. That may be a traffic accident. 
P:  I hear the sound of an ambulance. 
    It’s an accident! 
O:  We can’t go forward. We must turn back. 
 
 
Words & Phrases    
narrow narrow narrow narrow !5,&4%'(        形    細い            frontfrontfrontfront    !?4A5/(        名    前    
driver driver driver driver !;4)&*C#4(        名    運転手            accident accident accident accident !,&=3#;#5/(        名    事故    
careful careful careful careful !=I&#4?#$(        形    注意深い  hear hear hear hear !"*#4(        動    聞こえる    
wide wide wide wide !B)*;(        形    広い            sound sound sound sound !3)'5;(        名    音    
worryworryworryworry    !B#&04*(        動    心配する            ambulanceambulanceambulanceambulance    !,&+@1#$#53(        名    救急車    
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are the roads in Japan wide or narrow?   (2) Is your father a good driver? 
    
Practice    
１．例にならって「～かもしれません」という文を作りなさい。 
（例）That is a traffic accident. ⇒ That may be a traffic accident. 
(1) We are late for school.   (2) He comes here. 
(3) This answer is wrong.   (4) She knows you. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）There are lots of cars in front of us. 
(1) 私たちの前にたくさんのトラックがあります。(*trucks) 
(2) 私たちの前にたくさんのパトカーがあります。(*police cars) 
(3) 私たちの前にたくさんの消防車があります。(*fire engines) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I hear the sound of an ambulance. 
(1) 私には電車の音が聞こえます。(a train) 
(2) 私にはベルの音が聞こえます。(a *bell) 
(3) 私には笛の音が聞こえます。(a *whistle) 
 
４．!)0(!)04(と!#0(!#04(のちがいに注意して言いなさい。 
  heart !")04/( barn !@)405( farm !?)04+(. father !?)&0<#4( 
  hurt !"#04/( burn !@#405( firm !?#40+(. further !?#&0<#4(.

P: ポール  A: 綾香 
L: ポールの母   
O: 綾香の父 
綾香の父が運転する車で
綾香・ポールとポールの両
親がドライブ中です。 
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Unit 17-D  日本日本日本日本のののの交通事情交通事情交通事情交通事情 
 

P: ポール  A: 綾香  L: ポールの母  O: 綾香の父 
P: 日本の道路はせまいな。 
A: そして日本には多くの交通標識もあるわね。運転者はとても注意しなくてはいけないわ。 
L: わかっていますよ。アメリカの道路はとても広いですからね。 
A: ご心配なく。私の父は運転がとても上手ですから。 
O: おや。前に車がいっぱいいるな。 
A: 見て。あれは交通事故かもしれないわ。 
P: 救急車の音が聞こえる。事故だ！ 
O: 前に進めないや。戻らねばならないな。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(10)  (10)  (10)  (10)  弱弱弱弱いいいい推量推量推量推量をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 maymaymaymay    
That maymaymaymay be a traffic accident.  あれは交通事故かもしれません。 
助動詞mayは「～かもしれません」という推量の意味で使うこともあります。mayが「～してよい」
という許可を表す場合と文の形は同じなので、どちらの意味を表すかはその場の状況で判断します。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
The roads in Japan are narrow.The roads in Japan are narrow.The roads in Japan are narrow.The roads in Japan are narrow.    
◇ narrowは「（幅が）狭い」という意味で、面積が狭い場合は smallを使います。 
Drivers must be very careful.Drivers must be very careful.Drivers must be very careful.Drivers must be very careful.    
◇ 助動詞mustの後に be動詞が来る形で、beという原形が使われます。「運転者はとても注意深く
なければならない」という意味になります。 

The roads in the United States are very wide.The roads in the United States are very wide.The roads in the United States are very wide.The roads in the United States are very wide.    
◇ wideは「（幅が）広い」という意味で、narrowの反対語です。面積が広い場合は bigまたは large
を使います。 

Don’Don’Don’Don’t worry.t worry.t worry.t worry.    
◇ worryは「心配する」という動詞で、Don’t worry.は「心配するな」となります。 
My father is a very good driver.My father is a very good driver.My father is a very good driver.My father is a very good driver.    
◇ 「私の父はとてもよい運転手です」つまり｢私の父は運転がとてもうまい｣という意味です。 
Oh, tOh, tOh, tOh, there are lots of cars in front of us.here are lots of cars in front of us.here are lots of cars in front of us.here are lots of cars in front of us.    
◇ frontは「前」という意味で、in front of ～とすると「～の前に」という前置詞のような意味を持
つ熟語になります。 

That may be a traffic accident.That may be a traffic accident.That may be a traffic accident.That may be a traffic accident.    
◇ 助動詞may＋be動詞（原形）の文です。「～であるかもしれません」という意味になります。 
◇ traffic accidentは「交通事故」です。 
I hear the sound of an ambulance.I hear the sound of an ambulance.I hear the sound of an ambulance.I hear the sound of an ambulance.    
◇ hear は「～を聞く」「～が聞こえる」という意味の動詞で、listen to が「耳を傾けて聴く」のに
対して、自然に耳に入って来ることを表します。 

We must turn back.We must turn back.We must turn back.We must turn back.    
◇ turn backで「（引き返して）戻る」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(17) (17) (17) (17) !)0(!)0!)0(!)0!)0(!)0!)0(!)04444((((とととと!#0(!#0!#0(!#0!#0(!#0!#0(!#04444((((のちがいのちがいのちがいのちがい    
father.!?)&0<#4(が further.!?#&04<#4(にならないように注意して発音してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They’re narrow.   (2) Yes, he is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) We may be late for school.   (2) He may come here. 
    (3) This answer may be wrong.   (4) She may know you. 



英語の正道 J1 01-001 169

Unit 17-E  Exercises (17) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) He is an actor.  （mayを使った推量の文に） 
(2) She takes off her shoes here.  （mustを使った義務を表す文に） 
(3) You may turn right.  （否定文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) Can you answer my question? ---- No, I (          ) up. 
(2) You must not (          ) the street at the red light. 
(3) We must (         ) at the red light. 
   cross   get   give   go   stop 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) left : right = same : (          ) 
(2) large : small = wide : (          ) 
(3) fast : slow = wrong : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) There are lots of people (          )(          ) of us. 
  私たちの前に人がおおぜいいます。 
(2) What does the (          )(          )? 
  その文字はどういう意味ですか？ 
(3) Some rules in the U.S. are (          )(          ) Japanese rules. 
  アメリカでの規則のいくつかは日本の規則とちがいます。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Traffic lights are very important. 
(2) You must watch out for animals. 
(3) I hear the sound of an ambulance. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) ここにあなたの車を駐車してもよい。 
(2) 心配しないで。あれは交通事故ではありません。 
(3) 日本では、人々は道路の右側を歩かなければなりません。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) front       (2) easy      (3) sign 
   don’t          street        foreign 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) stu-dent   (2) dif-fer-ent   (3) im-por-tant 
    1  2         1  2  3       1   2   3 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Are there any (          )(          ) of traffic lights? 
(2) This sign is (          )(          ).  
(3)                                                  



英語の正道 J1 01-001 170

【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Betty: When is your school *festival? 
Naoki: It’s November fifth. 
Betty: What day of the week is it? 
Naoki: It’s Saturday. 
Betty: What are you going to do in the festival? 
Naoki: We are going to sell *ice cream. 
Betty: Who makes ice cream? 
Naoki: Takuya, Ayaka and I. 
Betty: Are you going to use a machine? 
Naoki: Yes, but it will not be easy. 
Betty: Will many people visit your school on the day of the festival? 
Naoki: Yes, our school is crowded with people every year. 
（注）festival 祭り   school festival 学園祭   ice cream アイスクリーム 
 
QUESTIONS（Naokiのつもりで答えなさい） 
(1) What’s the date of your school festival? 
(2) What day of the week is your school festival? 
(3) What are you going to sell in the festival? 
(4) Is Takuya going to make ice cream? 
(5) Do many people come to your school festival every year? 
 
 
 
■クロスワードパズル 
 

1  2  3  

      

4   5   

  6    

7      

      

 
（ヨコのカギ） 
１：brother ⇔ (          ) 
４：There is a monkey (          ) the mountain. 
５：You may not cross the steet at the (          ) light. 
７：(          ) to the tape carefully, everybody. 
 
（タテのカギ） 
１：He speaks fast. ⇔ He speaks (          ). 
２：It’s Sunday today, (          ) we don’t have school. 
３：I go to bed at (          ) o’clock. 
６：May I (          ) your pencil? ---- I’m sorry. I don’t have a pencil. 
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Unit 18  At a Department Store 
 
Unit 18-A  How much is it? 
    

 

 
Words & Phrases    
shirt shirt shirt shirt !:#04/(        名    シャツ            perfect perfect perfect perfect !E#&04?*=/(        形    完ぺきな    
color color color color !=A&$#4(        名    色            yen yen yen yen !125(        名    円    
blue blue blue blue !@$'0(        形    青い            Here you are.  Here you are.  Here you are.  Here you are.  はい、どうぞ    
momentmomentmomentmoment    !+%&'+#5/(        名    瞬間        floorfloorfloorfloor    !?$604(        名    （建物の）階    
check check check check !/:2=(        動    調べる    
    
Practice    
１．例にならって「～はいくらですか」と金額をたずねる文を作りなさい。また、かっこ内の
数字を使って答えなさい。 

（例）shirt (2300) ⇒How much is this shirt? ---- It’s two thousand three hundred yen. 
(1) umbrella (3500)   (2) watch (4800)   (3) shoes (6480)   (4) camera (9100) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I like this shirt, but I don’t like its color. 
(1) このスカートが気に入っているのですが、色が気に入りません。(*skirt) 
(2) このハンカチが気に入っているのですが、色が気に入りません。(*handkerchief) 
(3) このジャケットが気に入っているのですが、色が気に入りません。(*jacket) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you have a blue one? 
(1) 黒いのはありますか？ (black) 
(2) 緑のはありますか？ (green) 
(3) 茶色いのはありますか？ (*brown) 
 
４．!A(と!,(のちがいに注意して言いなさい。 
  but !@A/( much !+A/:( fun !?A5(  luck !$A=( 
  bat !@,/( match !+,/:( fan !?,5(  lack !$,=( 

 
V:  Excuse me. I like this shirt, but I don’t like its color. 
    Do you have a blue one? 
Q:  Wait a moment, please. I’ll check. 
    This is the blue one. 
V:  Oh, this is perfect. I’ll take it. 
    How much is it? 
Q:  It’s two thousand eight hundred yen. 
V:  Here you are. 
Q:  Thank you. 
V:  By the way, where can I find the toy department? 
Q:  It’s on the sixth floor. 
 

P: ポールの父  Q: 店員 
ポールの両親がデパート
の洋服売り場に来ていま
す。 
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Unit 18  デパートデパートデパートデパートでででで 
 
Unit 18-A  洋服売洋服売洋服売洋服売りりりり場場場場でででで 
 

P: ポールの父  Q: 店員 
P: すみません。このシャツが気に入っているのですが、色が気に入りません。青いのはありますか？ 
Q: 少々お待ちください。調べてみます。これが青です。 
P: おお、これは完ぺきだ。これをください。いくらですか？ 
Q: 2800 円です。 
P: はい、どうぞ。 
Q: ありがとうございます。 
P: ところで、おもちゃ売り場はどこですか？ 
Q: ６階になります。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(16)  (16)  (16)  (16)  金額金額金額金額やややや量量量量をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる how muchhow muchhow muchhow much    
How muchHow muchHow muchHow much is it?  それはいくらですか？ 
「いくらですか？」と値段をたずねるには、how muchを使います。数えられない物の分量をたずね
るときにも how muchが使えます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
I like this shirt, but I donI like this shirt, but I donI like this shirt, but I donI like this shirt, but I don’’’’t like its color.t like its color.t like its color.t like its color.    
◇ I like ～、I don’t like ～は、買い物のときに、それぞれ「～が気に入っている」「～が気に入ら
ない」というときの表現です。 

Do you have a blue one?Do you have a blue one?Do you have a blue one?Do you have a blue one?    
◇ Do you have ～?は、店の人に「～はありますか？」と聞く表現です。 
◇ oneは同じ名詞の繰り返しを避けるために使う代名詞で、ここでは Do you have a blue shirt?と
言う代わりに使っています。 

Wait a moment, please.Wait a moment, please.Wait a moment, please.Wait a moment, please.    
◇ a momentで「ちょっとの間」という意味になり、全体で「少しお待ちください」となります。 
IIII’’’’ll take it.ll take it.ll take it.ll take it.    
◇ take は、この場面では「～を取る」つまり「～を買う」ことになり、「これにします」という意
味で使われています。 

ItItItIt’’’’s two thousand eight hundred yen.s two thousand eight hundred yen.s two thousand eight hundred yen.s two thousand eight hundred yen.    
◇ two thousand eight hundredは「2800」です。andを入れて two thousand and eight hundred
とすることもあります。 

Here you are.Here you are.Here you are.Here you are.    
◇ 「はい、どうぞ」と人に何かを渡すときの表現です。 
By the way, where can I find the toy department?By the way, where can I find the toy department?By the way, where can I find the toy department?By the way, where can I find the toy department?    
◇ departmentは「部門」という意味ですが、デパートの中で使う場合には、「売り場」を表します。 
ItItItIt’’’’s on the sixth floor.s on the sixth floor.s on the sixth floor.s on the sixth floor.    
◇ sixthは「６番目の」、floorは「階」、よって the sixth floorは「６階」です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(18)  (18)  (18)  (18)  !A(!A(!A(!A(とととと!,(!,(!,(!,(のちがいのちがいのちがいのちがい    
muchと matchのちがい、butと batのちがいに注意して発音してください。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How much is this umbrella? ---- It’s three thousand five hundred yen. 
    (2) How much is this watch? ---- It’s four thousand eight hundred yen. 
    (3) How much are these shoes? ---- They’re six thousand four hundred eighty yen. 
    (4) How much is this camera? ---- It’s nine thousand one hundred yen. 



英語の正道 J1 01-001 173

Unit 18-B  How old is he? 
    

 

 
Words & Phrases    
need need need need !5*0;(        動    必要である            nephew nephew nephew nephew !52&?1'0(        名    甥    
sir sir sir sir !3#4(        名    ((男性への呼びかけ))        popular popular popular popular !E)&E1#$#4(        形    人気のある    
look for  look for  look for  look for  探す             among among among among !#+A&8(        前    ～の間に    
birthdaybirthdaybirthdaybirthday    !@#&04D;2>*(        名    誕生日        ribbonribbonribbonribbon    !47@#5(        名    リボン    
presentpresentpresentpresent    !E42&F#5/(        名    プレゼント    
    
Questions（Ｖのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What are you looking for? 
(2) How old is your nephew? 
 
Practice    
１．例にならって「どのくらいの長さ（高さ、大きさ）ですか？」とたずねる文を作りなさい。
（*印はまだ習っていない語句） 

（例）He is five years old. ⇒ How old is he?  
(1) This line is ten *centimeters long.   (2) Mt. Fuji is 3,776 *meters high. 
(3) This road is three *meters wide.   (4) Naoki is 160 *centimeters tall. 
（注）centimeter センチメートル   meter メートル  
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’m looking for a birthday present. 
(1) 私はネックレスを探しています。(a *necklace) 
(2) 私はエプロンを探しています。(an *apron) 
(3) 私はネクタイを探しています。(a *tie) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）This model train is very popular among small children. 
(1) このレストランは若い人々の間で非常に人気があります。(restaurant, *young people) 
(2) この本は高齢の人々の間で非常に人気があります。(book, old people) 
(3) この人形は日本の子どもの間で非常に人気があります。(doll, Japanese children) 
 
４．!'0(と!'(のちがいに注意して言いなさい。 
  Luke !$'0=( pool !E'0$( fool !?'0$(  suit !3'0/( 
  look !$'=( pull !E'$(  full !?'$(  soot !3'/( 

 
Q:  Do you need some help, sir? 
V:  Yes, I’m looking for a birthday present for my nephew. 
Q:  How old is he? 
V:  He’s five years old. 
Q:  Then this model train will be good for him. 
    It’s very popular among small children. 
V:  Oh, it’s nice. I’ll buy this one. 
Q:  Do you need a ribbon? 
V:  Yes, please. 
 

Q: 店員  V: ポールの父 
ポールの父がおもちゃ売
り場でプレゼントを探し
ています。 
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Unit 18-B  おもちゃおもちゃおもちゃおもちゃ売売売売りりりり場場場場でででで 
 

Q: 店員  V: ポールの父 
Q: 何かお手伝いいたしましょうか？ 
V: はい、甥の誕生日プレゼントを探しているのですが。 
Q: 甥っ子さんは何歳ですか？ 
V: ５歳です。 
Q: それでしたら、この模型の電車がよろしいでしょう。 
   小さなお子さんたちの間でとても人気があるんですよ。 
V: へえ、これはいいな。これを買います。 
Q: リボンは必要ですか？ 
V: はい、お願いします。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイポイポイポイントントントント        疑問文疑問文疑問文疑問文(17)  how (17)  how (17)  how (17)  how ＋＋＋＋形容詞形容詞形容詞形容詞    
How oldHow oldHow oldHow old is he?  彼は何歳ですか？ 
長さ、高さ、大きさなどが「どのくらいですか？」とたずねるときは、how ＋形容詞の形にします。
たとえば how longは、長さをたずねる言い方になります。「何歳ですか？」と年齢をたずねるには、
「どのくらい年をとっていますか？」という意味の how oldを使います。 
How old is he? ---- He’s five years old.   彼は何歳ですか？ ― ５歳です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you Do you Do you Do you need some help, sir?need some help, sir?need some help, sir?need some help, sir?    
◇ helpは「助け」という名詞として使われています。 
◇ 「助けを必要としていますか？」つまり「何かお手伝いしましょうか？」という意味で、疑問文
にもかかわらず anyではなく someを使っているのは、Yesの答えを期待している気持ちを表して
います。 

◇ sirは男性に呼びかけるときの敬称です。 
Yes, IYes, IYes, IYes, I’’’’m looking for a birthday present for my nephew.m looking for a birthday present for my nephew.m looking for a birthday present for my nephew.m looking for a birthday present for my nephew.    
◇ look forは「～を探す」という意味の熟語で、I’m looking for ～で「～を探しています」という
買い物の決まり文句になります。 

HeHeHeHe’’’’s five years old.s five years old.s five years old.s five years old.    
◇ years oldで「～歳」を表します。省略して He’s five.だけでも「彼は５歳です」の意味になりま
す。 

ItItItIt’’’’s very popular among small children.s very popular among small children.s very popular among small children.s very popular among small children.    
◇ amongは「～の間に」という意味の前置詞です。be popular among ～の形で「～の間で人気が
ある」の意味になります。 

IIII’’’’ll buy this one.ll buy this one.ll buy this one.ll buy this one.    
◇ oneは this model trainを指します。買う物を決めたときの決まり文句です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(19)  (19)  (19)  (19)  !'0(!'0(!'0(!'0(とととと!'(!'(!'(!'(のちがいのちがいのちがいのちがい    
look !$'=(と Luke !$'0=(（人名）のちがいに注意して発音してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I’m looking for a birthday present for my nephew.   (2) He’s five years old. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How long is this line?   (2) How high is Mt. Fuji?  
    (3) How wide is this road?   (4) How tall is Naoki? 
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Unit 18-C  May I smoke here? 
    

 

 
Words & Phrases    
order order order order !6&04;#4(        名    注文            certainly certainly certainly certainly !3#&04/#5$*(        副    確かに    
coffee coffee coffee coffee !=6&0?*(        名    コーヒー            mamamama’’’’am am am am !+,+(        名    ((女性への呼びかけ))    
weak weak weak weak !B*0=(        形    弱い            bananabananabananabanana    !@#5,&5#(        名    バナナ    
creamcreamcreamcream    !=4*0+(        名    クリーム   juicejuicejuicejuice    !;H'03(        名    ジュース    
sugarsugarsugarsugar    !:'&9#4(        名    砂糖            smokesmokesmokesmoke    !3+%'=(        動    タバコを吸う    
    
Practice    
１．例にならって「～してもいいですか？」と許可を求める文を作りなさい。 
（例）smoke here ⇒ May I smoke here? 
(1) turn left 
(2) watch TV at night    
(3) eat food in this theater    
(4) drink this coffee 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Can I have coffee? 
(1) 紅茶をいただけますか？ (*tea) 
(2) ビールをいただけますか？ (*beer) 
(3) 水をいただけますか？ (*water) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’ll have banana juice. 
(1) りんごジュースをいただきます。(*apple) 
(2) レモン・ジュースをいただきます。(*lemon) 
(3) グレープフルーツ・ジュースをいただきます。(*grapefruit) 
 
４．!#4(の発音に注意して言いなさい。 
  sugar   father   worker   brother 
   

 
Q:  May I take your order, ma’am? 
L:  Yes, I’ll have banana juice. 
Q:  Certainly. How about you, sir? 
V:  What’s American coffee? 
Q:  It’s weak coffee. 
V:  I see. Can I have American coffee with cream and sugar?
Q:  Certainly. 
V:  Excuse me. May I smoke here? 
Q:  I’m sorry. You can’t smoke in this coffee shop. 
 

Q: 店員  L: ポールの母 
V: ポールの父 
ポールの両親がデパー
トの喫茶店に入りまし
た。 
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Unit 18-C  コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー・・・・ショップショップショップショップでででで 
 

Q: 店員  L: ポールの母  V: ポールの父 
Q: ご注文をおうかがいしてよろしいですか？ 
L: はい。バナナ・ジュースをいただきます。 
Q: かしこまりました。お客様は？ 
V: アメリカン・コーヒーとは何ですか？ 
Q: 薄いコーヒーのことです。 
V: わかりました。アメリカン・コーヒーのクリームと砂糖入りをいただけますか？ 
Q: かしこまりました。 
V: すみません。ここでタバコは吸えますか？ 
Q: 申し訳ありません。この喫茶店内で喫煙はできないんです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(11)  (11)  (11)  (11)  許可許可許可許可をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 maymaymaymayのののの疑問文疑問文疑問文疑問文    
MayMayMayMay IIII smoke here?  たばこを吸ってもいいですか？ 
「～してもいいですか？」という許可を求める文は、May I ～?とします。Can I ～?と似た意味にな
りますが、May I ～?のほうがていねいな表現になります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
May I take your order, maMay I take your order, maMay I take your order, maMay I take your order, ma’’’’am?am?am?am?    
◇ orderは「注文」という意味で、take your orderで「注文をとる」となります。 
◇ ma’amは sirと対になる語で、目上の女性に対する呼びかけです。 
Yes, IYes, IYes, IYes, I’’’’ll have ll have ll have ll have bananabananabananabanana juice. juice. juice. juice.    
◇ I’ll have ～は「～をいただきます」という意味で、店で注文するときの決まり文句です。 
Certainly.Certainly.Certainly.Certainly.    
◇ 「確かに」という意味の副詞です。Can I ～?と言われて Yes, you can.と言うのは失礼になるので、

Certainly.（もちろんですよ）がよく使われます。 
How about you, sir?How about you, sir?How about you, sir?How about you, sir?    
◇ How about you?は「ところであなたはどうですか？」という意味で、ここでは「あなたのご注文
のほうはいかがですか？」ということを表します。 

WhatWhatWhatWhat’’’’s American coffee?s American coffee?s American coffee?s American coffee?    
◇ Americanは、ここでは「アメリカの」という形容詞の意味になります。 
◇ American coffeeという言葉は英米人には通じず、英語としては正しくありません。このようなも
のを和製英語といいます。 

ItItItIt’’’’s weak coffee.s weak coffee.s weak coffee.s weak coffee.    
◇ weakは「弱い」という意味の形容詞ですが、coffeeの場合は「薄い」という意味になります。 
Can I have American coffee with cream and sugar?Can I have American coffee with cream and sugar?Can I have American coffee with cream and sugar?Can I have American coffee with cream and sugar?    
◇ Can I have ～?は「～をいただけますか？」と店で注文するときの決まり文句です。 
◇ with cream and sugarで「クリーム・砂糖入りの～」という意味になります。 
May I smoke here?May I smoke here?May I smoke here?May I smoke here?    
◇ smokeは「煙」という意味ですが（本書では未出）、ここでは「たばこを吸う」という動詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        母音母音母音母音のののの発音発音発音発音(20)  (20)  (20)  (20)  !#(!#!#(!#!#(!#!#(!#4444((((のののの発音発音発音発音    
!#(は!A(と同じで、アクセントのないときに使う記号です。口を少し開き、力を抜いてあいまいに発
音するので、「あいまい母音」ともいいます。sugar の最後の部分とカタカナの「シュガー」とのち
がいに注意してください。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) May I turn left?   (2) May I watch TV at night? 
    (3) May I eat food in this theater?   (4) May I drink this coffee? 
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Unit 18-D  Which shoes do you want? 
    
 
X:  May I help you? 
L:  Yes. May I take a look at those shoes up there? 
X:  Certainly. Which shoes do you want? 
    We have black ones and brown ones. 
L:  The brown ones, please. May I try these on? 
X:  Of course. 
L:  Hmm, these are too small. 
X:  What’s your shoe size? 
L:  It’s six and a half. 
X:  Then it’s twenty-three and a half centimeters. 
    How about this pair of shoes? 
 
 
Words & Phrases    
whichwhichwhichwhich    !"B*/:(        形    どの            half half half half !",?(        名    半分 
brownbrownbrownbrown    !@4)'5(        形    茶色の   centimeter centimeter centimeter centimeter !32&5/#+G0/#4(        名    センチメート 
try try try try !/4)*(        動    試す    ル    
of course  of course  of course  of course  もちろん            pairpairpairpair    !EI#4(        名    １組    
size size size size !3)*F(        名    大きさ                
 
Practice    
１．例にならって「どの～ですか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）You want these shoes. ⇒ Which shoes do you want? 
(1) You use this camera. 
(2) You like that shirt. 
(3) She needs this book. 
(4) They buy those toys. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）May I take a look at those shoes? 
(1) あのブーツを見てもいいですか？ (*boots) 
(2) あのズボンを見てもいいですか？ (*trousers) 
(3) あのメガネを見てもいいですか？ (*glasses) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）These are too small. 
(1) これらは大きすぎます。(large) 
(2) これらは古すぎます。(old) 
(3) これらは高すぎます。(*expensive) 
 
４．Of course.の発音に注意して言いなさい。 
  May I take a look at it? ---- Of course. 
  Are you going to visit Helen’s house tomorrow? ---- Of course. 

X: 店員  L: ポールの母 
ポールの母が靴売り場で
靴を探しています。 
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Unit 18-D  靴売靴売靴売靴売りりりり場場場場でででで 
 

X: 店員  L: ポールの母 
X: いらっしゃいませ。 
L: そこの上にあるその靴を見てもいいですか？ 
X: かしこまりました。どの靴がよろしいでしょうか？ 黒いのと茶色のがありますが。 
L: 茶色をお願いします。試してみてもいいですか？ 
X: もちろんです。 
L: うーん、これは小さすぎますね。 
X: 靴のサイズはおいくつでしょうか？ 
L: 6.5 です。 
X: そうすると、約 23 センチ半ですね。この靴はいかがでしょうか？ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(18)  (18)  (18)  (18)  選択選択選択選択をををを表表表表すすすす疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whichwhichwhichwhich（（（（疑問形容詞疑問形容詞疑問形容詞疑問形容詞））））    
Which shoes Which shoes Which shoes Which shoes do you want?  あなたはどの靴をほしいですか？ 
いくつかあるもののうち「どの～ですか？」とたずねる場合には、疑問詞 which ＋名詞の形にしま
す。「どの靴」であれば which shoesとなります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
May I help youMay I help youMay I help youMay I help you????    
◇ 文字通りには「あなたをお手伝いしてもいいですか？」となりますが、これは店員が客に声をか
けるときの決まり文句で、日本語の「いらっしゃいませ」などにあたります。 

May I take a look at those shoes up there?May I take a look at those shoes up there?May I take a look at those shoes up there?May I take a look at those shoes up there?    
◇ take a look atは「～を見る」という意味の熟語です。 
◇ up thereは上のほうを指して「そこ」というときに使います。下にある場合は down thereです。 
Certainly.Certainly.Certainly.Certainly.    
◇ May I ～?と言われて Yes, you may.や No, you may not.などと答えるのは相手が目下の場合だけ
で、普通は Certainly.（もちろんですよ）がよく使われます。 

May I try theseMay I try theseMay I try theseMay I try these on on on on????    
◇ tryは「試す」という意味で、try onは靴を「試着する」という意味で使われています。 
Of course.Of course.Of course.Of course.    
◇ of courseは「もちろん」という熟語です。May I ～?の答えとして Of course.もよく使います。 
Hmm, tHmm, tHmm, tHmm, these are too small.hese are too small.hese are too small.hese are too small.    
◇ too smallは「小さすぎる」という意味です。このように tooは形容詞や副詞の前につけて「あま
りにも～すぎる」という意味で使うことができます。 

ItItItIt’’’’s six and a half.s six and a half.s six and a half.s six and a half.    
◇ 「６と半分」ということで、「6.5」を表しています。 
How about this pair of shoes?How about this pair of shoes?How about this pair of shoes?How about this pair of shoes?    
◇ shoesは二足一組の物なので、普通は複数形で使い、「一足の靴」というときには a pair of shoes
とします。pairは「一対、一組」という意味です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(9)  of course(9)  of course(9)  of course(9)  of courseのののの発音発音発音発音    
of courseの ofは!#C(ですが、courseが無声音で始まるために!C(が無声化されて!?(に変わり、!#?=6&043(
と発音されることがあります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Which camera do you use?   (2) Which shirt do you like?  
    (3) Which book does she need?   (4) Which toys do they buy? 
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Unit 18-E  Exercises (18) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) This camera is ten thousand yen.  （ten thousand yenが答えの中心になる疑問文に） 
(2) He is sixty years old.  （sixty years oldが答えの中心になる疑問文に） 
(3) She likes this shirt.  （thisが答えの中心になる疑問文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) May I (          ) a look at that book? 
(2) I must (          ) for a present for my daughter. 
(3) May I (          ) you, ma’am? ---- No, I’m only looking. 
   buy   help   look   make   take 
 
【３】（語句・多義語）次のかっこ内に共通の単語を入れなさい。 
(1) This shirt is (          ) small. I can’t wear it. 
   I will buy this notebook. I will buy these pencils, (          ). 
(2) I don’t like this red pen. Do you have a black (          )? 
   There is only (          ) coffee shop in this department store. 
(3) May I see the shoes? ---- Certainly. (          ) you are. 
   Is there a department store near (          )? 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) This watch is very (          )(          ) Japanese people. 
  この時計は日本人の間でとても人気があります。 
(2) May I (          ) your (          )? 
  注文をとってもいいですか？ 
(3) (          )(          ) do you like? 
  あなたは何色が好きですか？ 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Where is the toy department? ---- It’s on the eighth floor. 
(2) Wait a moment, please. I’ll check. 
(3) I’ll have coffee with cream and sugar. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) ここでたばこを吸ってもいいですか？ 
(2) このシャツを試着してもいいですか？ ― もちろんです。 
(3) 健太は身長は 160 センチメートルです。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) shirt       (2) blue      (3) floor 
   birthday       school       poor 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) cof-fee   (2) cer-tain-ly   (3) pop-u-lar 
   1  2         1  2  3        1  2 3 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) This is perfect. I’ll (          )(          ). 
(2) Do you (          ) a (          )? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Paul:   Will you be busy tomorrow morning? 
Takuya: Yes, I’ll be very busy. 
Paul:   Are you going to do your homework? 
Takuya: No, I must wash the car. 
Paul:   Who *drives the car? 
Takuya: My father does. 
Paul:   Can you drive a car? 
Takuya: No, I can’t. I’m only thirteen years old. 
（注）drive 運転する 
 
QUESTIONS（Takuyaのつもりで答えなさい） 
(1) Are you going to do your homework tomorrow morning? 
(2) What are you going to do tomorrow morning? 
(3) Whose car are you going to wash? 
(4) Can you drive a car? 
(5) How old are you? 
 
 
 
■円周率の覚え方 
 
  円周率の値は、3.14159265358979・・・と永久に続きます。 
  日本人は、これを覚えるために語呂合わせという方法を生み出しました。代表的な覚え方が次のも
のです。 
  産医師異国に向かう  産後厄無く  産婦御社に  虫散々闇に鳴く･･･ 
  （さんいしいこくにむこう。さんごやくなくさんぷみやしろにむしさんざんやみになく） 
  英語圏の人は、次のような文を覚えることによって円周率を覚えることを思いつきました。 
 
  May I have a large container of coffee?   大きいコーヒー容器をいただけますか？  
（小数第７位までの覚え方） 
 
  How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum 
mechanics. 
  私は、飲み物、もちろんアルコール入りの飲み物を非常に飲みたくなるのさ。量子力学を含む重苦
しい章を読んだ後にはね。 
（小数第 14 位までの覚え方） 
 
  これらの文がなぜ円周率の記憶法なのか、考えてください。 
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Unit 19  Where Is Paul Going? 
 
Unit 19-A  How far is it from here to the station? 
    

 

 
Words & Phrases    
straight straight straight straight !3/42*/(        副    まっすぐ        kilometer kilometer kilometer kilometer !=7$#+G/#4(        名    キロメートル    
along along along along !#$6&08(        前    ～に沿って            You are welcome.  You are welcome.  You are welcome.  You are welcome.  どういたしまして。    
corner corner corner corner !=6&045#4(        名    角                        
    
Practice    
１．例にならって言いなさい。 
（例）Tokyo, Osaka (560) 
⇒ How far is it from Tokyo to Osaka? ---- It’s about 560 kilometers. 
(1) Tokyo, Aomori (730)   (2) Osaka, Kagoshima (950) 
(3) Tokyo, Niigata (330)  (4) Sapporo, Kagoshima (2,700) 
 
２．例にならって「～へはどうすれば行けますか？」という文を作りなさい。また、地図を見
ながら例にならって答えなさい。 

（例）How can I get to the station?  
      ---- Go straight along this street and turn left at the second corner. 
(1) the post office   (2) the bank   (3) the department store 
 
                                          ●駅                     郵便局● 
 
    現在地●⇒ 
 
 
                      ●銀行                                 ●デパート 
 
３．!D(と!<(の発音に注意して言いなさい。 
  !D(  three   think   math    fifth    
  !<(  this   there   brother   father    

 
P:  Excuse me. Do you speak English? 
Q:  Yes, a little. 
P:  How can I get to Nishi-Hachioji Station? 
Q:  Go straight along this street and turn left at the second 

corner. 
    You will find the station on your left. 
P:  How far is it from here to the station? 
Q:  It’s about one kilometer from here. 
    You can get there in fifteen minutes. 
P:  Thank you very much. 
Q:  You’re welcome. 
 

P: ポール   
Q: 日本人女性 
ポールが西八王子駅の近
くで道をたずねています。 
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Unit 19  ポールポールポールポールはどこへはどこへはどこへはどこへ行行行行くくくく？？？？ 
 
Unit 19-A  駅駅駅駅までのまでのまでのまでの道道道道をををを聞聞聞聞くくくく 
 

P: ポール  Q: 日本人女性 
P: すみません。英語を話しますか？ 
Q: はい、少し。 
P: 西八王子駅へはどうすれば行けますか？ 
Q: この道をまっすぐ行って、ふたつ目の角を左に曲がってください。左手に駅が見つかりますよ。 
P: ここから駅まで距離はどのくらいですか？ 
Q: ここから約１キロです。15 分で着きますよ。 
P: どうもありがとうございます。 
Q: どういたしまして。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(19)  (19)  (19)  (19)  距離距離距離距離をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる how farhow farhow farhow far    
How farHow farHow farHow far is it from here to the station?  ここから駅まで距離はいくらですか？ 
「どのくらいの距離ですか？」とたずねるときは、How farを使います。「Aから Bまでどのくらい
の距離ですか？」は、How far is it from A to B?とします。itは距離を表すときに使う代名詞です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you speak English?Do you speak English?Do you speak English?Do you speak English?    
◇ 英語が話せるかどうかたずねるときの表現で、Can you speak English?よりもていねいです。 
Yes, a little.Yes, a little.Yes, a little.Yes, a little.    
◇ a littleは「少し」という意味で、I can speak English a little.を略した言い方です。 
How can I get to NishiHow can I get to NishiHow can I get to NishiHow can I get to Nishi----Hachioji Station?Hachioji Station?Hachioji Station?Hachioji Station?    
◇ get toは「～に着く」という意味です。How can I get to ～?は「私は～までどうすればたどり着
くことができますか？」という意味で、道をたずねるときの一般的な表現です。 

Go straight along this street and turn left at the second corner.Go straight along this street and turn left at the second corner.Go straight along this street and turn left at the second corner.Go straight along this street and turn left at the second corner.    
◇ 道を聞かれて答えるときは、このような命令文になります。 
◇ go straight along ～は「～に沿ってまっすぐ行く」、turn leftは「左に曲がる」、その反対は turn 

right（右に曲がる）です。 
YouYouYouYou’’’’re welcre welcre welcre welcome.ome.ome.ome.    
◇ 文字通りには「あなたは歓迎されている」という意味ですが、これで Thank you.に対する「どう
いたしまして」の答えになります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(1)  (1)  (1)  (1)  !D(!D(!D(!D(とととと!<(!<(!<(!<(のののの発音発音発音発音    
thank の th や this の th は日本語にない音です。上下の歯で舌先を軽くはさみ、その間から息を出
して発音します。声を出さない音（無声音）が!D(、声を出す音（有声音）が!<(です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How far is it from Tokyo to Aomori? ---- It’s about 730 kilometers. 
    (2) How far is it from Osaka to Kagoshima? ---- It’s about 950 kilometers. 
    (3) How far is it from Tokyo to Niigata? ---- It’s about 330 kilometers. 
    (4) How far is it from Sapporo to Kagoshima? ---- It’s about 2,700 kilometers. 
２．(1) How can I get to the post office? 
       ---- Go straight along this street and turn left at the fourth corner. 
    (2) How can I get to the bank? 
       ---- Go straight along this street and turn right at the first corner. 
    (3) How can I get to the department store? 
      ---- Go straight along this street and turn right at the third corner. 
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Unit 19-B  You have to change to the Yamanote Line at Shinjuku. 
    

 

 
Words & Phrases    
have to  have to  have to  have to  ～なければならない            problem problem problem problem !E4)&@$#+(        名    問題    
change change change change !/:2*5;H(        動    変える                        
    
Questions（Ｑのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Does this train stop at Ikebukuro? 
(2) Does this train stop at Shinjuku? 
 
Practice    
１．例にならって、have toを使って「あなたは～しなければなりません」という義務を表す文
を作りなさい。 

（例）Change to the Yamanote Line. ⇒ You have to change to the Yamanote Line. 
(1) Get up early.   (2) Go to bed before ten. 
(3) Buy a new textbook.   (4) Do your homework. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Where does this train go? 
(1) このバスはどこへ行きますか？ (bus) 
(2) この船はどこへ行きますか？ (*ship) 
(3) このケーブル・カーはどこへ行きますか？ (*cable car) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）It’s the fifth stop from here. 
(1) それはここから８番目の停車駅です。(eighth) 
(2) それはここから 12 番目の停車駅です。(twelfth) 
(3) それはここから 13 番目の停車駅です。(thirteenth) 
 
４．have toの発音に注意して言いなさい。 
  I have to go home now.  
  You have to change trains here. 

 
P:  Excuse me. Where does this train go? 
Q:  It goes to Tokyo. 
P:  Does it stop at Ikebukuro? 
Q:  No, it doesn’t go to Ikebukuro. 
    You have to change to the Yamanote Line at Shinjuku. 
P:  Shinjuku? 
Q:  Yes, you have to change trains at Shinjuku. 
P:  How many stops is it from here? 
Q:  It’s the fifth stop. 
P:  Thank you very much. 
Q:  No problem. 
 

P: ポール 
Q: 日本人女性 
ポールは中央線に乗りま
したが、池袋に行くには乗
り換えが必要です。 
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Unit 19-B  乗乗乗乗りりりり換換換換えるえるえるえる駅駅駅駅をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる 
 

P: ポール  Q: 日本人女性 
P: すみません。この電車はどこ行きですか？ 
Q: 東京行きですよ。 
P: 池袋には止まりますか？ 
Q: いいえ、池袋には行きません。新宿で山手線に乗り換えなければなりません。 
P: 新宿ですか？ 
Q: はい、新宿で乗り換えなければなりません。 
P: ここからいくつ目の駅ですか？ 
Q: ５番目の駅です。 
P: ありがとうございます。 
Q: いいえ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(12)  (12)  (12)  (12)  義務義務義務義務をををを表表表表すすすす have tohave tohave tohave to    
You have tohave tohave tohave to change to the Yamanote Line at Shinjuku. 
  あなたは新宿で山手線に乗り換えなければなりません。 
「～しなければならない」という意味の have toを学習します。mustに近い意味ですが、have toの
ほうが口語的でやわらかい響きになります。主語が３人称単数の場合は has toになります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Where doesWhere doesWhere doesWhere does this train go? this train go? this train go? this train go?    
◇ 交通機関の行き先をたずねる決まり文句です。 
You have to change to You have to change to You have to change to You have to change to the Yamanote Line at Shinjuku.the Yamanote Line at Shinjuku.the Yamanote Line at Shinjuku.the Yamanote Line at Shinjuku.    
◇ changeは「変える」という意味で、ここでは change to ～で「～に乗り換える」ことを指します。 
Yes, you have to change trains at Shinjuku.Yes, you have to change trains at Shinjuku.Yes, you have to change trains at Shinjuku.Yes, you have to change trains at Shinjuku.    
◇ change trainsで「電車を乗り換える」という意味になります。 
How many stops is it from How many stops is it from How many stops is it from How many stops is it from here?here?here?here?    
◇ ここでの stopは「停車駅」という意味の名詞です。 
◇ 数をたずねる How manyの文ですが、ここでは「何番目ですか？」と順番をたずねるために使っ
ています。「それ（新宿駅）はここから何番目の停車駅ですか？」となります。 

No problem.No problem.No problem.No problem.    
◇ problemは「問題」という意味で、No problem.で「問題ありません」となります。Thank you.
に対する答えは、You’re welcome.のほかに No problem.と言うこともできます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(10)  have to(10)  have to(10)  have to(10)  have toのののの発音発音発音発音    
haveは!",C(ですが、次の toが無声音で始まるので!C(の声が出ずに!?(となり、全体で!",?/#(となり
ます。主語が３人称単数の場合の has toの発音は、!F(が!3(に変化して!",3/#(となります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, it doesn’t.   (2) Yes, it does. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You have to get up early. 
    (2) You have to go to bed before ten. 
    (3) You have to buy a new textbook.   
    (4) You have to do your homework. 
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Unit 19-C  You don’t have to do that. 
    
 
P:  Excuse me. 
Q:  Yes, what can I do for you? 
P:  Where can I get a ticket for the subway? 
Q:  You can buy one at the machine over there. 
P:  Oh, I only have a five thousand yen bill. 
    Do I have to change the bill for small coins? 
Q:  No, you don’t have to do that. 
    You can use a bill. 
    The machine will give back change. 
P:  Really? That’s good. 
 
 
Words & Phrases    
ticket ticket ticket ticket !/7=*/(        名    切符            bill bill bill bill !@*$(        名    紙幣    
subway subway subway subway !3A&@B2>*(        名    地下鉄            coin coin coin coin !=6*5(        名    硬貨    
    
Practice    
１．例にならって「あなたは～する必要はありません」という不要を表す文を作りなさい。 
（例）Don’t change the bill for small coins.  
⇒ You don’t have to change the bill for small coins. 
(1) Don’t worry.    
(2) Don’t eat fast. 
(3) Don’t use chopsticks.    
(4) Don’t buy a ticket. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Do I have to change the bill for small coins? 
(1) 私はここで切符を買わなければなりませんか？ (buy a ticket here) 
(2) 私は靴を脱がなければなければなりませんか？ (take off shoes) 
(3) 私は乗り換えなければなりませんか？ (change trains) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）I only have a five thousand yen bill. 
(1) 私は一万円札しか持っていません。(a ten thousand yen bill) 
(2) 私は百円玉しか持っていません。(a one hundred yen coin) 
(3) 私は十円玉しか持っていません。(a ten yen coin) 
 
４．!3(と!F(の発音に注意して言いなさい。 
  !3(  small   nurse   Miss   classroom 
  !F(  rose   Ms.   music   busy 
 

 
 

P: ポール   
Q: 日本人女性 
池袋駅に着いたポールは
地下鉄の切符を買おうと
しています。 
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Unit 19-C  切符切符切符切符のののの買買買買いいいい方方方方をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる 
 

P: ポール  Q: 日本人女性 
P: すみません。 
Q: はい、何か？ 
P: 地下鉄の切符はどこで手に入りますか？ 
Q: あそこの機械で買えますよ。 
P: ありゃ。五千円札しか持っていないや。小銭に両替しなければなりませんか？ 
Q: いいえ、その必要はありませんよ。お札が使えます。機械がお釣りを戻してくれますから。 
P: 本当ですか？ それはよかった。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(1(1(1(13)  3)  3)  3)  不要不要不要不要をををを表表表表すすすす dondondondon’’’’t have tot have tot have tot have to    
You dondondondon’’’’t have tot have tot have tot have to do that.  あなたはそうしなくてもよいです。 
「～しなくてもよい」は、have toの否定形で don’t have toとします。must not（～してはならない）
とのちがいに注意しましょう。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, what can I do for you?Yes, what can I do for you?Yes, what can I do for you?Yes, what can I do for you?    
◇ What can I do for you?は「あなたのために私は何ができますか？」が文字通りの意味で、Excuse 

me.と声をかけられたときに使う表現です。 
Where can I get a ticket for the subway?Where can I get a ticket for the subway?Where can I get a ticket for the subway?Where can I get a ticket for the subway?    
◇ Where can I get a ticket for ～?は切符を買う場所をたずねるときの表現です。 
You can buy one at the machine over there.You can buy one at the machine over there.You can buy one at the machine over there.You can buy one at the machine over there.    
◇ oneは ticketを指します。 
Oh, Oh, Oh, Oh, I only have a five thousand yen bill.I only have a five thousand yen bill.I only have a five thousand yen bill.I only have a five thousand yen bill.    
◇ I only have ～.は「私は～しか持っていません」という意味です。 
◇ billは「お札」のことで、「五千円札」は a five thousand yen bill、複数形は five thousand yen bills
です。 

Do I have to change the bill for small coins?Do I have to change the bill for small coins?Do I have to change the bill for small coins?Do I have to change the bill for small coins?    
◇ have toを使った疑問文 Do I have to ～?で「～しなければなりませんか？」という意味になりま
す。 

◇ 「変える」という意味の changeが、ここでは「両替する」という意味で使われています。change 
A for Bで「Aを Bに両替する」です。 

◇ coinは「硬貨」、small coinは「小銭」です。 
No, you donNo, you donNo, you donNo, you don’’’’t have to do that.t have to do that.t have to do that.t have to do that.    
◇ do thatは「そうする」つまり change the bill for small coinsを指します。 
The machine will give back change.The machine will give back change.The machine will give back change.The machine will give back change.    
◇ changeは「釣り銭」という名詞です。「機械がお釣りを返してくれます」の意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(2)  (2)  (2)  (2)  !3(!3(!3(!3(とととと!F(!F(!F(!F(のののの発音発音発音発音    
!3(は日本語の「ス」の子音部分ですが、英語のほうが息をたくさん使います。!F(は!3(の有声音です。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You don’t have to worry. 
    (2) You don’t have to eat fast. 
    (3) You don’t have to use chopsticks. 
    (4) You don’t have to buy a ticket. 
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Unit 19-D  How long does it take from here to Byoin-Iriguchi? 
    

 

 
Words & Phrases    
hospital hospital hospital hospital !")&3E*/$(        名    病院            foot foot foot foot !?'/(        名    足    
get off  get off  get off  get off  降りる             sure sure sure sure !:'#4(        形    確かな    
few few few few !?1'0(        形    少数の ((a fewという形で))                    
 
Practice    
１．例にならって「ＡからＢまでどのくらい時間がかかりますか？」とたずねる文を作りなさ
い。また、かっこ内の数字を使って答えなさい。 

（例）Tokyo, London (12) 
⇒ How long does it take from Tokyo to London? ---- It takes about twelve hours. 
(1) London, New York (5)   (2) Tokyo, New York (12) 
(3) Tokyo, San Francisco (9)  (4) Tokyo, Fukuoka (1) 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Is this the right bus to Minami-Yamato? 
(1) これは国立病院行きのバスですか？ (the National Hospital) 
(2) これは新宿駅行きのバスですか？ (Shinjuku Station) 
(3) これは市役所行きのバスですか？ (the city office) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Where do you get off the bus? 
(1) あなたはどこで電車を降りますか？ (train) 
(2) あなたはどこで地下鉄を降りますか？ (subway) 
(3) あなたはどこでタクシーを降りますか？ (taxi) 
 
４．!4(の発音に注意して言いなさい。 
  right   road   really   run 

 
P:  Excuse me. 
    Is this the right bus to Minami-Yamato? 
X:  Yes. Where are you going? 
P:  I’m going to the National Hospital. 
X:  Then get off at Byoin-Iriguchi. 
    It’s the fourth stop from here. 
P:  How long does it take from here to Byoin-Iriguchi? 
X:  It takes a few minutes. 
P:  How long does it take on foot? 
X:  It takes about fifteen minutes on foot. 
P:  Are you sure? Then I’ll walk. 
 

 
 

P: ポール   
X: バスの運転手 
地下鉄を降りたポールが
バス乗り場に向かうと、バ
スが停車しています。 
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Unit 19-D  バスバスバスバスのののの所要時間所要時間所要時間所要時間をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる 
 

P: ポール  X: バスの運転手 
P: すみません。これは南大和行きのバスですか？ 
X: そうですよ。どちらまで？ 
P: 国立病院へ行くんですけど。 
X: それならば、病院入口で降りてください。ここから４つ目の停留所です。 
P: ここから病院入口までどのくらい時間がかかりますか？ 
X: 数分ですよ。 
P: 徒歩ではどのくらいかかりますか？ 
X: 徒歩では約 15 分です。 
P: 本当ですか？ それでは、歩くことにします。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(20)  (20)  (20)  (20)  時間時間時間時間・・・・期間期間期間期間をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる how longhow longhow longhow long    
How longHow longHow longHow long does it take from here to Byoin-Iriguchi? 
ここから病院入口までどのくらい時間がかかりますか？ 
所要時間や期間をたずねるときに使う how longを学習します。「Aから Bまでどのくらい時間がか
かりますか？」とたずねるときは、itを主語として使い、How long does it take from A to B?としま
す。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Is this the right bus to MinamiIs this the right bus to MinamiIs this the right bus to MinamiIs this the right bus to Minami----Yamato?Yamato?Yamato?Yamato?    
◇ バスの行き先を確認するときの表現です。the right bus to ～で「～への正しいバス」となります。 
Then get off at ByoinThen get off at ByoinThen get off at ByoinThen get off at Byoin----Iriguchi.Iriguchi.Iriguchi.Iriguchi.    
◇ get offは「（電車などから）降りる」という意味の熟語です。 
How long does it take from here to ByoinHow long does it take from here to ByoinHow long does it take from here to ByoinHow long does it take from here to Byoin----Iriguchi?Iriguchi?Iriguchi?Iriguchi?    
◇ ここでの take は「時間がかかる」という意味になります。主語には it を使いますが、前に話題
に出た何かを指しているわけではありません。 

It takes a few of minutes.It takes a few of minutes.It takes a few of minutes.It takes a few of minutes.    
◇ a fewは「数～」という意味の熟語で、a few minutesは「数分」となります。 
How long does it take on fHow long does it take on fHow long does it take on fHow long does it take on foot?oot?oot?oot?    
◇ footは「足」という意味で、on footは「徒歩で」という意味の熟語です。 
Are you sure?Are you sure?Are you sure?Are you sure?    
◇ sureは「確かな」という意味の形容詞で、「あなたのおっしゃることは確かですか？」つまり「本
当ですか？」と聞いていることになります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(3)  (3)  (3)  (3)  !4(!4(!4(!4(のののの発音発音発音発音    
!4(は日本語のラ行とかなりちがうことに注意してください。舌を巻いて上の歯ぐきの奥に近づけ、そ
のすき間から声を出します。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How long does it take from London to New York? ---- It takes about five hours. 
    (2) How long does it take from Tokyo to New York? ---- It takes about twelve hours. 
    (3) How long does it take from Tokyo to San Francisco? ---- It takes about nine hours. 
    (4) How long does it take from Tokyo to Fukuoka? ---- It takes about one hour. 
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Unit 19-E  Exercises (19) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) It’s two kilometers from here to school.  （two kilometersが答えの中心になる疑問文に） 
(2) It takes two hours from here to school.  （two hoursが答えの中心になる疑問文に） 
(3) I have to go home now.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
 
【２】（前置詞）次のかっこ内にあてはまる適当な前置詞を下から選びなさい。 
(1) He usually goes to school (          ) foot. 
(2) What time do you usually get (          ) school? 
(3) I have to buy a ticket (          ) the bus. 
   by   for   on   to   with 
 
【３】（語句・多義語）次のかっこ内に共通の単語を入れなさい。 
(1) I can speak English a (          ). 
   He’s my (          ) brother. 
(2) Thank you very much. ---- You’re (          ). 
   (          ) to Japan, Paul. 
(3) You must (          ) at the red light. 
   You have to change trains at the next (          ). 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Children are (          )(          ) the bus now. 
  子どもたちは今バスを降りているところです。 
(2) Is this the (          )(          ) to Shinjuku? 
  これは新宿行きの正しい電車ですか？ 
(3) It takes (          )(          ) hours by train. 
  電車で数時間かかります。 
 
【５】（対話）空所にあてはまる文を下から選びなさい。 
A: Where does this train go? 
B: (1)(                    ) 
A: Does it stop at Ikebukuro? 
B: (2)(                    ) (3)(                    ) 
A: Thank you very much. 
1. Yes, it does.   2. No, it doesn’t.   3. You don’t have to do that. 
4. You have to change to the Yamanote Line at Shinjuku.   5. It goes to Tokyo.   
6. It goes to Ikebukuro. 
 
【６】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) You don’t have to change the bill for coins. 
(2) Where can I take the subway to Shibuya? 
(3) This machine doesn’t give back change. ---- Are you sure? 
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【７】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 病院へはどうすれば行けますか？ 
(2) この道に沿ってまっすぐ行き、２つめの角を左に曲がってください。 
(3) あなたは 15 分でそこに着けますよ。 
 
【８】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) along       (2) many      (3) sure 
   among         change        sugar 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Oh, I only have a five (          )(          ) bill. 
(2) (          )(          ). 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の文章を読んで問いに答えなさい。 
 
  Ms. White is an English teacher. She’s from *Toronto. It’s a famous city in *Canada. 
There is a tall *building in Toronto. It’s the *CN Tower, and it’s 553 *meters high. Ms. 
White’s parents live in Toronto now. They often visit *Niagara *Falls. It takes about two 
hours from Toronto to Niagara by bus. 
（注）Toronto トロント   Canada カナダ   building 建物   CN Tower ＣＮタワー 
      meter メートル   Niagara ナイアガラ   fall 滝 
 
QUESTIONS 
(1) Where is Ms. White from? 
(2) What is the name of the tall building in Toronto? 
(3) How high is CN tower? 
(4) Where do Ms. White’s parents often visit? 
(5) How long does it take from Toronto to Niagara by bus? 
 
 
 
■Knock Knocks 
 
  A:  Knock, knock.         コンコン（ノックの音）。 
  B:  Who’s there?          どなたですか？ 
  A:  May.                 メイです。 
  B:  May who?            メイ誰さん？ 
  A:  May I come in?       メイ・アイ・カム・イン。 
 
  A:  Knock, knock.         コンコン（ノックの音）。 
  B:  Who’s there?          どなたですか？ 
  A:  Lettuce.              レタスです。 
  B:  Lettuce who?          レタス誰さん？ 
  A:  Lettuce play baseball.  レタス・プレイ・ベースボール。 
  （lettuceと let us ＝ let’sは発音が同じです） 
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Unit 20  A Birthday Party 
 
Unit 20-A  Will you come to my house on Saturday evening? 
    
 
H:  Will you be free next Saturday? 
T:  Yes, I’ll be free all day next Saturday. 
H:  Will you come to my house on Saturday evening? 
    I’m going to have a birthday party. 
T:  I will. Thank you. 
    Who else is coming? 
H:  Some of our classmates are coming: 
    Ayaka, Naoki, Shohei, ... 
    I’m going to invite Paul and George, too. 
 
 
Words & Phrases    
evening evening evening evening !70C5*8(        名    晩            else else else else !2$3(        副    ほかに    
party  party  party  party  !E)&04/*(        名    パーティー        invite invite invite invite !*5C)&*/(        動    招待する    
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) When are you going to have a birthday party? 
(2) Are you going to invite George to your birthday party? 
 
Practice    
１．例にならって「～してくれませんか？」という依頼の文を作りなさい。 
（例）Please come to my house on Saturday evening. 
⇒ Will you come to my house on Saturday evening? 
(1) Please speak slowly.   (2) Please wait a moment. 
(3) Please call me at six o’clock.   (4) Please show me around Japan. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Who else is coming? 
(1) ほかに誰がロンドンに行きますか？ (going to London) 
(2) ほかに誰が東京を去りますか？ (leaving Tokyo) 
(3) ほかに誰が大阪に移りますか？ (moving to Osaka) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Some of our classmates are coming. 
(1) 私たちの友達の何人かが来る予定です。(friends) 
(2) 私たちの先生の何人かが来る予定です。(teachers) 
(3) 私たちの近所の何人かが来る予定です。(neighbors) 
 
４．!"(の発音に注意して言いなさい。 
  house   help   who   whose 

H: ヘレン  T: 拓也 
ヘレンの誕生日の前の週
に、拓也は声をかけられま
した。 
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Unit 20  誕生日誕生日誕生日誕生日パーティーパーティーパーティーパーティー 
 
Unit 20-A  パーティーパーティーパーティーパーティーにににに招待招待招待招待するするするする 
 

H: ヘレン  T: 拓也 
H: 来週の土曜日はあいている？ 
T: うん、来週土曜日は一日中ひまだよ。 
H: 土曜日の夕方に、私の家に来てくれる？ 誕生パーティーを開くつもりなの。 
T: 行くよ。ありがとう。ほかに誰が来るの？ 
H: 同級生の何人かが来るわ。綾香に直樹に翔平に･･･。ポールとジョージも招待するつもりよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(14)  (14)  (14)  (14)  依頼依頼依頼依頼をををを表表表表すすすす will youwill youwill youwill you    
Will youWill youWill youWill you come to my house on Saturday evening?  土曜日の夕方、私の家に来てくれますか？ 
「～してくれませんか？」という依頼を表すには、助動詞 will を使って Will you ～?といいます。
依頼を表す似たような表現としては、Please ～.があります。 
Please come to my house.  私の家に来てください。 
Will you come to my house?  私の家に来てくれませんか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, IYes, IYes, IYes, I’’’’ll be free all day next Saturday.ll be free all day next Saturday.ll be free all day next Saturday.ll be free all day next Saturday.    
◇ all dayは「一日中」という意味です。 
Will you come to my house on Saturday evening?Will you come to my house on Saturday evening?Will you come to my house on Saturday evening?Will you come to my house on Saturday evening?    
◇ eveningは「夕方、晩」という意味です。morning（朝）、afternoon（昼）とあわせて覚えてくだ
さい。 

◇ on Saturday eveningは「土曜日の晩に」という意味です。「次の（来週の）土曜日の晩に」なら
ば next Saturday eveningとなり、この場合は onをつけません。 

IIII’’’’m going to have a birthday party.m going to have a birthday party.m going to have a birthday party.m going to have a birthday party.    
◇ have a partyで「パーティーを開く」という意味になります。 
I will.I will.I will.I will.    
◇ I will come to your house.を略した言い方で、「そうします」という意志を表します。 
Who else is coming?Who else is coming?Who else is coming?Who else is coming?    
◇ elseは「ほかに」という意味で、who elseは「ほかに誰が」となります。 
Some of oSome of oSome of oSome of our classmates are coming: Ayaka, Naoki, Shohei, ...ur classmates are coming: Ayaka, Naoki, Shohei, ...ur classmates are coming: Ayaka, Naoki, Shohei, ...ur classmates are coming: Ayaka, Naoki, Shohei, ... 
◇ someは「いくつか」という代名詞の用法で、some of our classmatesは「私たちのクラスメート
のうちの何人か」となります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(4)  (4)  (4)  (4)  !"(!"(!"(!"(のののの発音発音発音発音    
!"(は日本語の「ハ」「ヘ」「ホ」の子音部分と考えてよく、のどから強く息を出します。特に、who
のように後に!'(や!'0(が続くと、日本語の「フー」とはちがう音になるので注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I’m going to have a birthday party next Saturday (evening).  
   [ I’m going to have a birthday party on Saturday (evening).]  
(2) Yes, I am. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Will you speak slowly?   (2) Will you wait a moment? 
    (3) Will you call me at six o’clock?   (4) Will you show me around Japan? 



英語の正道 J1 01-001 193

Unit 20-B  Shall I bring some food? 
    

 

 
Words & Phrases    
shall shall shall shall !:,$-.:#$(        助    ((未来を表す助動詞))    anything anything anything anything !2&5*DG8(        代    ((疑問文で)) 何か    
fruit fruit fruit fruit !?4'0/(        名    果物            roast roast roast roast !4%'3/(        形    焼いた    
appleappleappleapple    !,&E$(        名    りんご            chickenchickenchickenchicken    !/:7=*5(        名    鶏肉    
orangeorangeorangeorange    !6&04*5;H(        名    オレンジ        bakebakebakebake    !@2*=(        動    焼く    
grapegrapegrapegrape    !942*E(        名    ぶどう            piepiepiepie    !E)*(        名    パイ    
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What time will your birthday party start?   (2) Who will bake an apple pie for you? 
 
Practice    
１．例にならって「～しましょうか」という申し出の文を作りなさい。また、Yes, please.また
は No, thank you.を使って答えなさい。 

（例）bring some food (Yes) ⇒ Shall I bring some food? ---- Yes, please. 
(1) open the door (Yes)   (2) wash your car (No) 
(3) bake an apple pie (Yes)   (4) invite Paul (No) 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）Any kind is fine. 
(1) どんな場所でも結構です。(place)   (2) どの日でも結構です。(day) 
(3) どの色でも結構です。(color) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）She will bake an apple pie for us. 
(1) 彼女は私たちのためにロースト・チキンを作ってくれるでしょう。(make roast chicken) 
(2) 彼女は私たちのためにぶどうを買ってくれるでしょう。(buy some grapes) 
(3) 彼女は私たちのために救急車を呼んでくれるでしょう。(call an ambulance) 
 
４．!?(と!C(の発音に注意して言いなさい。 
  !?(  find   fruit   wife   after 
  !C(  vegetable   visit   glove   have 

 
T:  What time will the party start? 
H:  At six. Will you come to my house at around 5:50? 
T:  O.K. Shall I bring some food? 
H:  Yes, please. Will you bring some fruit? 
T:  Sure. What kind of fruit do you want? 
H:  Any kind is fine: apples, oranges, grapes,… 
T:  Shall I bring anything else? 
H:  No, thank you. 
    My mother will make roast chicken. 
    Ayaka will bake an apple pie for us. 
T:  That’s great! 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
ヘレンの誕生日の前日に、
拓也は持参する物を聞い
ています。 
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Unit 20-B  パーティーパーティーパーティーパーティーにににに持持持持っていくものっていくものっていくものっていくもの 
 

T: 拓也  H: ヘレン 
T: パーティーは何時に始まるの？ 
H:６時よ。５時 50 分ごろうちに来てくれる？ 
T: わかった。何か食べ物を持って行こうか？ 
H: お願いするわ。果物を持ってきてもらえるかしら？ 
T: いいよ。どんな果物がほしい？ 
H: どんなのでもいいわ。りんご、オレンジ、ぶどう･･･。 
T: ほかに何か持って行こうか？ 
H: いいえ、結構よ。母がロースト・チキンを作るの。綾香はアップル・パイを焼いてくれるわ。 
T: それはすごいや！ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(15)  (15)  (15)  (15)  申申申申しししし出出出出をををを表表表表すすすす shall Ishall Ishall Ishall I    
Shall IShall IShall IShall I bring some food?  何か食べ物を持って来ましょうか？ 
「～しましょうか？」という申し出を表すには、助動詞 shallを使って Shall I ～?といいます。 
Shall I ～?に対する答え方は、「はい、お願いします」ならば Yes, please.で答え、「いいえ、結構で
す」ならば No, thank you.がよく使われます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Will you come to my house Will you come to my house Will you come to my house Will you come to my house at at at at aroundaroundaroundaround 5:50? 5:50? 5:50? 5:50?    
◇ around 5:50は about 5:50と同じ意味で、「５時 50 分ごろ」という意味です。このように、atは
なくてもかまいません。 

Sure.Sure.Sure.Sure.    
◇ 「確かな」つまり「もちろん」という答えです。 
Shall I bring some food?Shall I bring some food?Shall I bring some food?Shall I bring some food?    
◇ 日本語では「持って行きましょうか」という場面ですが、英語では「相手のところに持って行く」
場合には takeを使わず bringを使います。これは、相手のところに行く場合には goではなく come
を使うのと同じことです。 

Will you bring Will you bring Will you bring Will you bring some fruit?some fruit?some fruit?some fruit?    
◇ fruitは「果物」という意味で、特に果物の種類が複数である場合以外では複数形にしません。 
Any kind is fine.Any kind is fine.Any kind is fine.Any kind is fine.    
◇ 肯定の平叙文で any＋名詞の単数形を使うと「どんな～でも」という意味になります。 
◇ fineは「良い」という意味で、「どんな種類でも良いです」となります。 
Ayaka will bake an apple pie for us.Ayaka will bake an apple pie for us.Ayaka will bake an apple pie for us.Ayaka will bake an apple pie for us.    
◇ for usは「私たちのために」という意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(5)  (5)  (5)  (5)  !?(!?(!?(!?(とととと!C(!C(!C(!C(のののの発音発音発音発音    
!?(は下くちびるを上の歯にあてて、そのすき間から強く息を出す音です。foodと日本語の「フード」
のちがいに注意してください。日本語の「フ」のように上下のくちびるを合わせてそのすき間から息
を出す音は、英語にはありません。また、!C(は!?(の有声音です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It will start at six.   (2) Ayaka will. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Shall I open the door? ---- Yes, please.   (2) Shall I wash your car? ---- No, thank you. 
    (3) Shall I bake an apple pie? ---- Yes, please.   (4) Shall I invite Paul? ---- No, thank you. 
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Unit 20-C  It must be expensive. 
    
 
T:  Good evening, Mr. Davis. 
X:  Good evening, Takuya. 
T:  Am I early? 
X:  No, you aren’t. Helen is waiting for you. 
    Helen, Takuya is here. 
H:  OK, Dad! 
T:  Happy birthday, Helen. This is a present for you. 
H:  Oh, thanks. Can I open it now? 
T:  Sure, go ahead. 
H:  Wow, a sweater! It must be expensive. 
    Thank you very much, Takuya. 
T:  You’re welcome. 
 
 
Words & Phrases    
Good evening.  Good evening.  Good evening.  Good evening.  こんばんは。        Go ahead.  Go ahead.  Go ahead.  Go ahead.  さあどうぞ。    
daddaddaddad    !;,;(        名    お父さん   sweater sweater sweater sweater !3B2&/#4(        名    セーター    
happy happy happy happy !",&E*(        形    幸せな            expensiveexpensiveexpensiveexpensive    !*=3E2&53*C(        形    （値段が）高い    
Thanks.Thanks.Thanks.Thanks.    !D,8=3(        ありがとう            
    
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Whose birthday is it today?   (2) What is your birthday present? 
 
Practice    
１．例にならって「～にちがいありません」という強い推量の文を作りなさい。 
（例）It is expensive. ⇒ It must be expensive. 
(1) You are sleepy.   (2) These desks are old. 
(3) He has an umbrella with him.   (4) She knows the quiz. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Am I early? 
(1) 私は遅いですか？ (late) 
(2) 私は静かですか？ (quiet) 
(3) 私はうるさいですか？ (*noisy) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Takuya is here. 
(1) あなたの先生が来ましたよ。(your teacher) 
(2) 警察官が来ましたよ。(the *police officer) 
(3) 消防士が来ましたよ。(the *firefighter) 
 
４．!E(と!@(と!+(の発音に注意して言いなさい。 
  !E(  pet   April   help   !@(  bed   birthday   ribbon 
  !+(  mother   smoke   bloom 

T: 拓也  Q: ヘレンの父 
H: ヘレン 
誕生日の当日の夜、呼び鈴
を押すとヘレンのお父さ
んが出てきました。 
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Unit 20-C  誕生日誕生日誕生日誕生日プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントをををを手渡手渡手渡手渡すすすす 
 

T: 拓也  X: ヘレンの父  H: ヘレン 
T: こんばんは、デービスさん。 
X: こんばんは、拓也君。 
T: 早かったですか？ 
X: そんなことないよ。ヘレンが待っているよ。ヘレン、拓也君だよ。 
H: わかったわ、お父さん！ 
T: お誕生日おめでとう、ヘレン。これ、プレゼント。 
H: あら、ありがとう。今開けてもいい？ 
T: もちろん。どうぞ。 
H: うわー、セーターだわ！ 高いでしょうに。どうもありがとう、拓也君。 
T: どういたしまして。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(16)  (16)  (16)  (16)  強強強強いいいい推量推量推量推量をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 mustmustmustmust    
It mustmustmustmust be expensive.  それは高いにちがいありません。 
「～にちがいない」という強い推量を表すには、義務の場合と同じく、助動詞 mustを使います。「～
なければならない」と「～にちがいない」のどちらの意味になるかは、文脈で判断します。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Good evening, Mr. Davis.Good evening, Mr. Davis.Good evening, Mr. Davis.Good evening, Mr. Davis.    
◇ Good evening.は「こんばんは」にあたるていねいなあいさつです。Good morning.（おはようご
ざいます）、Good afternoon.（こんにちは）とあわせて覚えてください。 

Am I early?Am I early?Am I early?Am I early?    
◇ I am ～.の疑問文で、「私は早いですか？」つまり「到着が早かったですか？」とたずねています。 
No, you arenNo, you arenNo, you arenNo, you aren’’’’t.t.t.t.    
◇ Am I ～?に対して「いいえ、あなたはそうではありません」と答える言い方です。「はい、そう
です」ならば Yes, you are.になります。 

Takuya is here.Takuya is here.Takuya is here.Takuya is here.    
◇ 「拓也君がここにいます」つまり「拓也君が来ましたよ」という意味です。 
Happy birthday, Helen.Happy birthday, Helen.Happy birthday, Helen.Happy birthday, Helen.    
◇ Happy birthday.は誕生日のお祝いの決まり文句です。 
Oh, thanks.Oh, thanks.Oh, thanks.Oh, thanks.    
◇ Thanks.は Thank you.よりも親しい間柄で使うお礼の言い方です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(6)  (6)  (6)  (6)  !E(!E(!E(!E(とととと!@(!@(!@(!@(とととと!+(!+(!+(!+(のののの発音発音発音発音    
!E(はくちびるを閉じて息を止め、ためた息を一気に出した音です。!@(は!E(の有声音です。それぞれ
日本語のパ行、バ行の子音を勢いよく出した音になります。また!+(はくちびるを閉じて鼻から声を
出して発音します。日本語のマ行の子音と同じです。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It’s Helen’s birthday.   (2) It’s a sweater. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You must be sleepy.    
    (2) These desks must be old. 
    (3) He must have an umbrella with him. 
    (4) She must know the quiz. 
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Unit 20-D  Shall we dance? 
    
 
H:  OK, everyone. Have a drink. 
    We have orange juice, soda, cola and grapefruit juice. 
N:  I’ll have cola. 
A:  Can I have orange juice? 
    I’m really thirsty. 
S:  I’m hungry. 
    Can I have some food? 
H:  Sure. We have roast chicken, salad and sandwiches. 
T:  Wow, it’s delicious. 
B:  Shall we dance? 
    Let’s turn up the music. 
G:  OK, sure! 
 
 
Words & Phrases    
soda soda soda soda !3%&';#(        名    ソーダ            salad salad salad salad !3,&$#;(        名    サラダ    
cola cola cola cola !=%&'$#(        名    コーラ            sandwich sandwich sandwich sandwich !3,&5;B*/:(        名    サンドウィッチ    
grapefruitgrapefruitgrapefruitgrapefruit    !942&*E?4'>0/(        名    グレープフルーツ    dancedancedancedance    !;,53(        動    踊る    
thirstythirstythirstythirsty    !D#&043/*(        形    のどがかわいている    turn upturn upturn upturn up    音を大きくする    
hungryhungryhungryhungry    !"A&894*(        形    空腹の        
    
Practice    
１．例にならって「～しましょうか？」という勧誘の文を作りなさい。 
（例）Let’s dance. ⇒ Shall we dance? 
(1) Let’s go home.   (2) Let’s have lunch. 
(3) Let’s take a picture.   (4) Let’s see a movie. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We have orange juice and cola. 
(1) サラダとサンドイッチがあります。(salad, sandwiches) 
(2) バターとチーズがあります。(*butter, *cheese) 
(3) イチゴとパイナップルがあります。(*strawberries, *pineapples) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We’re really thirsty. 
(1) 私たちは本当におなかがすいています。(hungry) 
(2) 私たちは本当に疲れています。(*tired)    
(3) 私たちは本当に眠いです。(sleepy) 
 
４．!=(と!9(の発音に注意して言いなさい。 
  !=(  kitchen   can   school   pick 
  !9(  girl   game   sugar   big 

 

H: ヘレン  N: 直樹 
A: 綾香  S: 翔平   
T: 拓也  B: ベティー 
G: ジョージ 
誕生パーティーの部屋に
クラスメート達が集まり
ました。 
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Unit 20-D  パーティーパーティーパーティーパーティーのののの席席席席でででで 
 

H: ヘレン  N: 直樹  A: 綾香  S: 翔平  T: 拓也  B: ベティー  G: ジョージ 
H: さあ、みんな。飲み物をどうぞ。 
   オレンジ・ジュースにソーダにコーラに、グレープフルーツ・ジュースがあります。 
N: コーラをもらうね。 
A: 私はオレンジ・ジュースもらえる？ 私は本当にのどがかわいていて。 
S: 僕は腹ぺこだ。何か食べ物もらえる？ 
H: いいわ。ロースト・チキンにサラダにサンドウィッチがあるわよ。 
T: うわ、おいしい。 
B: 踊りませんか？ 音楽を大きくしましょう。 
G: はい、もちろん！ 
 
    
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(17)  (17)  (17)  (17)  勧誘勧誘勧誘勧誘をををを表表表表すすすす shall weshall weshall weshall we    
Shall weShall weShall weShall we dance?  踊りましょうか？ 
「～しましょうか？」「～しませんか？」という勧誘の表現 Shall we ～?を学習します。Let’s ～.と
ほぼ同じ意味になります。 
Let’s dance.  踊りましょう。 
Shall we dance?  踊りましょうか？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Have a drink.Have a drink.Have a drink.Have a drink.    
◇ 「～を召し上がれ」という命令文です。drinkは「飲み物」という名詞で使われています。 
WWWWe have orange juice, soda, colae have orange juice, soda, colae have orange juice, soda, colae have orange juice, soda, cola and grapefruit juice. and grapefruit juice. and grapefruit juice. and grapefruit juice.    
◇ We have ～.で「～があります」と選べる食べ物や飲み物を伝える表現になります。 
Can I have orange juice?Can I have orange juice?Can I have orange juice?Can I have orange juice?    
◇ 「オレンジジュースをもらえますか？」という意味で、ほしいものを頼むときに Can I have ～?
を使います。 

IIII’’’’m really thirsty.m really thirsty.m really thirsty.m really thirsty.    
◇ thirstyは「のどがかわいている」という形容詞です。 
◇ really は単独で使う用法をすでに習いましたが、ここでは「本当に」という意味で文を修飾する
副詞です。 

IIII’’’’m hungry.m hungry.m hungry.m hungry.    
◇ hungryは「おなかがすいている」という形容詞です。 
LetLetLetLet’’’’s turn up the music.s turn up the music.s turn up the music.s turn up the music.    
◇ turn upは「～の音量を上げる」という意味の熟語です。 
OK, sureOK, sureOK, sureOK, sure!!!!    
◇ Shall we ～?と誘われて「はい、そうしましょう！」と答えるときの表現のひとつです。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(7)  (7)  (7)  (7)  !=(!=(!=(!=(とととと!9(!9(!9(!9(のののの発音発音発音発音    
!=(は舌の後部を上あごの奥につけて息を止め、舌を離して勢いよく息を出して発音します。日本語
のカ行の子音と同じです。!9(は!=(の有声音で、日本語で「がっこう」と言うときの最初の子音と同
じです。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Shall we go home?   (2) Shall we have lunch? 
    (3) Shall we take a picture?   (4) Shall we see a movie? 
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Unit 20-E  Exercises (20) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) Please take my picture.  （will youを使った依頼の文に） 
(2) Let’s have lunch.  （shall weを使った勧誘の文に） 
(3) He is a teacher.  （mustを使った強い推量を表す文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) I’m going to (          ) a party next week. 
(2) I’m going to (          ) Ayaka to the party. 
(3) I’m going to (          ) some fruit to the party. 
   bring   come   go   have   invite 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) a (          ), everyone. 
  みなさん、飲み物をどうぞ。 
(2) (          )(          ) is coming to the party? 
  パーティーにはほかに誰が来ますか？ 
(3) (          )(          ) my friends are going to visit Kyoto next Sunday. 
  私の友達の何人かが来週の日曜日に京都を訪れる予定です。 
 
【４】（対話）次の問いかけに対する適当な答えを下から選びなさい。 
(1) Will you come to my house today? 
(2) Shall I wash your car? 
(3) Can I open the box? 
   1. Sure, go ahead.   2. Yes, let’s.   3. Yes, please.   4. OK. I will.   5. No, you won’t. 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) I can eat any kind of Japanese food. 
(2) Am I wrong? ---- No, you aren’t. 
(3) Shall we dance together? ---- Yes, let’s. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) ほかに何か作りましょうか？ ― いいえ、結構です。 
(2) あなたはおなかがすいていますか？ ― いいえ、でも私はのどがかわいています。 
(3) このセーターは高いにちがいありません。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) fruit       (2) sweater      (3) evening 
   juice          great           every 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) in-vite   (2) or-ange   (3) ex-pen-sive 
   1  2        1  2         1  2   3 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) Helen, Takuya (          )(          ). 
(2) (          )(          ), Mr. Davis. 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Paul:  Will you *wake me up at six o’clock tomorrow morning? 
Ayaka: That’s very early. What are you going to do? 
Paul:  I’m going to Narita *Airport. My parents will go back to San Francisco tomorrow.  
       So I’m going to *see them off. They have heavy bags, so I’m going to help them. 
Ayaka: What time will the airplane *take off? 
Paul:  It will take off at eleven thirty. 
（注）wake up 起こす   airport 空港   see off 見送る   take off 離陸する 
 
QUESTIONS（Paulのつもりで答えなさい） 
(1) What time are you going to get up tomorrow? 
(2) Where are you going tomorrow morning? 
(3) Where will your parents go back? 
(4) Do your parents have heavy bags? 
(5) What time will your parents leave Japan? 
 
 
 
■色の英語が登場する詩 
 
  What is pink? A rose is pink               桃色なのは何？  バラが桃色。 
  By the fountain’s brink.                   泉のほとりの･･･。 
  What is red? A poppy’s red                赤いのは何？  けしが赤。 
  In its barley bed.                         麦わらのベッドの･･･。 
  What is blue? The sky is blue              青いのは何？  空が青。 
  Where the clouds float thro’.              雲が流れる･･･。 
  What is white? A swan is white            白いのは何？  白鳥が白。 
  Sailing in the light.                       光の中を泳いでる･･･。 
  What is yellow? Pears are yellow,          黄色いのは何？  梨が黄色。 
  Rich and ripe and mellow.                 甘くよく熟した･･･。 
  What is green? The grass is green,          緑色なのは何？  草が緑色。 
  With small flowers between.               間に小さな花の咲いている･･･。 
  What is violet? Clouds are violet            紫色なのは何？  雲が紫色。 
  In the summer twilight.                   夏のたそがれの･･･。 
  What is orange? Why, an orange,           オレンジ色なのは何？  もちろんオレンジ。 
  Just an orange!                           オレンジです！ 
 
（Christina Rossetti） 
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Unit 21  Australia and Japan 
 
Unit 21-A  Which is the winter picture? 
    

 

 
Words & Phrases    
calendar calendar calendar calendar !=,&$#5;#4(        名    カレンダー        February February February February !?2&@4'2>4*(        名    ２月    
season season season season !370F5(        名    季節            AustraliaAustraliaAustraliaAustralia    !6!0(3/42&*$*#(        名    オーストラリア    
eacheacheacheach    !*0/:(        形    それぞれの            JulyJulyJulyJuly    !;H'!0($)&*(        名    ７月    
DecemberDecemberDecemberDecember    !;*32&+@#4(        名    12 月        AugustAugustAugustAugust    !6&09#3/(        名    ８月    
January January January January !;H,&51'2>4*(        名    １月            
    
Questions（Ｃのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What are the winter months in Japan?   (2) Is November a winter month in Japan? 
 
Practice    
１．例にならって「どれが～ですか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）the winter picture ⇒ Which is the winter picture? 
(1) your book   (2) his watch   (3) my card   (4) the way to the station 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）the winter months in Japan 
⇒ The winter months in Japan are December, January, and February. 
(1) the fall months in Japan   (2) the fall months in Australia 
(3) the summer months in Japan 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Each picture shows spring, summer, fall, or winter. 
(1) それぞれの写真は東、西、南、北を表しています。(*east, west, *south, or north) 
(2) それぞれの写真は陸、海、空を表しています。(the *land, the *sea, or the *sky) 
(3) それぞれの写真は太陽、月、地球を表しています。(the sun, the *moon, or the earth) 
 
４．monthsの発音に注意して言いなさい。 
  What are the spring months in Japan?  
  There are twelve months in a year. 

 
F:  Those are beautiful pictures! 
C:  This is a calendar for next year. 
    The title is “Four Seasons.” 
    Each picture shows spring, summer, fall, or winter. 
F:  Which is the winter picture? 
C:  This one. It’s a picture of Mt. Fuji in the winter. 
F:  What are the winter months in Japan? 
C:  They’re December, January, and February. 
    What are the winter months in Australia? 
F:  They’re June, July, and August. 
 

F: フレッド  C: 千尋 
千尋は４つの写真がのっ
たカレンダーを持ってい
ます。 
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Unit 21  オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアとととと日本日本日本日本 
 
Unit 21-A  オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアとととと日本日本日本日本はははは季節季節季節季節がががが逆逆逆逆になるになるになるになる 
 

F: フレッド  C: 千尋 
F: それは美しい写真だね。 
C: これは来年のカレンダーよ。題名は「四季」。おのおのの写真が春、夏、秋、冬を示しているの。 
F: どれが冬の写真？ 
C: これ。冬の富士山の写真よ。 
F: 日本では冬の月はどれ？ 
C: 12 月と１月と２月。オーストラリアの冬の月はどれ？ 
F: ６月と７月と８月だよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(21)  (21)  (21)  (21)  選択選択選択選択をたずをたずをたずをたずねるねるねるねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whichwhichwhichwhich（（（（疑問代名詞疑問代名詞疑問代名詞疑問代名詞））））    
WhichWhichWhichWhich is the winter picture?  どれが冬の写真ですか？ 
疑問詞 whichは、後に名詞が続くと「どの」という形容詞になり、名詞が続かない場合は「どれが」
「どちらが」という代名詞になります。ただし、物ではなく人の場合には、which ではなく who を
使うのが普通です。 
Which is your picture?  どれがあなたの写真ですか？ （疑問代名詞） 
Which picture is yours?  どの写真があなたのですか？ （疑問形容詞） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Each picture shows spring, summer, fall, Each picture shows spring, summer, fall, Each picture shows spring, summer, fall, Each picture shows spring, summer, fall, orororor winter. winter. winter. winter.    
◇ eachは「各（おのおの）の」「それぞれの」という意味で、後に単数形の名詞が来ます。Each pictures 

show ～.でないことに注意しましょう。 
What are the winter months in Japan?What are the winter months in Japan?What are the winter months in Japan?What are the winter months in Japan?    
◇ 「日本では冬の月は何ですか？」という意味で、winter monthsが複数形なので、What are ～?
という形になっています。 

TheyTheyTheyThey’’’’re re re re June, July, and August.June, July, and August.June, July, and August.June, July, and August.    
◇ 月の名前をこれですべて習ったことになります。復習しておきましょう。 

January「１月」、February「２月」、March「３月」、April「４月」、May「５月」、June「６月」、
July「７月」、August「８月」、September「９月」、October「10 月」、November「11 月」、December
「12 月」 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(11)  months(11)  months(11)  months(11)  monthsのののの発音発音発音発音    
!3(や!F(、!:(などの発音で終わる名詞は、その後に!3(や!F(を続けて発音しにくいので、複数形にする
ときは sまたは esを!*F(と発音することをすでに学習しました。ところが、!D(で終わる名詞の場合は
そのまま!3(をつけ、!D3(と発音するのが原則です。したがって、monthに sがつくと!+A5D3(となり
ますが、これは発音しにくいため、!/3(に変化させて!+A5/3(と発音してもよいとされています。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) They’re December, January, and February.   (2) No, it isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Which is your book?   (2) Which is his watch? 
    (3) Which is my card?   (4) Which is the way to the station? 
２．(1) The fall months in Japan are September, October, and November. 
    (2) The fall months in Australia are March, April, and May. 
    (3) The summer months in Japan are June, July, and August. 
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Unit 21-B  It will rain tomorrow. 
    
 
F:  How’s the weather today? 
C:  It’s fine now, but it’ll be cloudy in the afternoon. 
F:  How will the weather be tomorrow? 
C:  It will rain tomorrow. 
F:  Is it the rainy season now in Japan? 
C:  No, the rainy season is in June. 
    How about in Australia? 
F:  The rainy season is in January and February. 
    But we don’t have much rain in Sydney. 
 
 
Words & Phrases    
howhowhowhow’’’’s s s s !")'F(        ((how isの短縮形))     rain rain rain rain !42*5(        動    雨が降る    
weather weather weather weather !B2&<#4(        名    天気            rainy rainy rainy rainy !42&*5*(        形    雨の多い    
itititit’’’’ll ll ll ll !7/$(        ((it willの短縮形))            Sydney Sydney Sydney Sydney !37;5*(        名    シドニー    
cloudycloudycloudycloudy    !=$)&';*(        形    くもっている            
    
Questions（Ｃのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) How will the weather be this afternoon?   (2) Is it the rainy season now in Japan? 
 
Practice    
１．天気予報の表を見ながら例にならって言いなさい。 
（例）Monday ⇒ It will be fine on Monday. 
(1) Tuesday   (2) Wednesday   (3) Thursday   (4) Friday 
（注）snow 雪が降る 
 
曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
天気予報 晴れ 晴れ 雨 くもり 雪 

 
２．例にならって言いなさい。 
（例）How’s the weather? 
(1) あなたの東京での生活はどうですか？ (your life in Tokyo)    
(2) あなたの学校はどうですか？ (your school) 
(3) あなたのお父さんは元気ですか？ (your father) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We don’t have much rain here. 
(1) ここでは雪はたくさん降りません。(*snow) 
(2) ここでは強風はたくさん吹きません。(*strong wind) 
(3) ここでは霧はたくさん出ません。(*fog) 
 
４．!/(と!;(の発音に注意して言いなさい。 
  !/(  town   tape   bat   get 
  !;(  down   date   bad   bed 

F: フレッド  C: 千尋 
12 月の寒い日の朝に千尋
とフレッドが話をしてい
ます。 
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Unit 21-B  オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアとととと日本日本日本日本のののの天気天気天気天気 
 

F: フレッド  C: 千尋 
F: 今日の天気はどうだい？ 
C: 午前中は晴れているけれど、午後になるとくもりになるよ。 
F: 明日の天気はどう？ 
C: 明日は雨が降るよ。 
F: 今は日本では雨季なの？ 
C: ううん。雨季は６月にある。オーストラリアではどう？ 
F: 雨季は１月と２月だよ。でもシドニーでは雨はたくさん降らないんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(8)  (8)  (8)  (8)  天候天候天候天候をををを表表表表すすすす itititit    
ItItItIt will rain tomorrow.  明日は雨が降るでしょう。 
天候を表すときに、英語では itを主語にして言います。 
It’s fine.  晴れています。 
It’s cloudy.  くもっています。 
It’s raining.  雨が降っています。 
It’s snowing.  雪が降っています。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
HowHowHowHow’’’’s the weather today?s the weather today?s the weather today?s the weather today?    
◇ how’sは how isの短縮形です。How is ～?で「～はいかがですか？」と状態をたずねる言い方に
なります。 

ItItItIt’’’’s fine now, but its fine now, but its fine now, but its fine now, but it’’’’ll be cloudy in the afternoon.ll be cloudy in the afternoon.ll be cloudy in the afternoon.ll be cloudy in the afternoon.    
◇ fine は「晴れている」、cloudy は「くもっている」という形容詞で、いずれも主語を it にして使
います。 

It will rain tomorrow.It will rain tomorrow.It will rain tomorrow.It will rain tomorrow.    
◇ rainは「雨が降る」という意味の動詞です。itを主語にします。 
Is it the rainy season now in Japan?Is it the rainy season now in Japan?Is it the rainy season now in Japan?Is it the rainy season now in Japan?    
◇ rainyは rainの形容詞形です。rainy seasonは「雨の多い季節」という意味で、日本語では「梅
雨」にあたります。 

But we donBut we donBut we donBut we don’’’’t have much rain in Sydney.t have much rain in Sydney.t have much rain in Sydney.t have much rain in Sydney.    
◇ much は「たくさんの」という意味の形容詞で、数えられない名詞につけます。数えられる名詞
の場合は、muchではなくmanyを使います。muchは主に否定文で使い、肯定文で使うことはあ
まりありません。肯定文では、すでに習った lots ofおよび a lot ofを使います（これらは、数えら
れる名詞と数えられない名詞のどちらの場合でも使えます）。 

◇ ここでは、「たくさんの雨がありません」つまり「あまり雨が降りません」という意味になります。 
◇ この文の rainは「雨」という数えられない名詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(8)  (8)  (8)  (8)  !/(!/(!/(!/(とととと!;(!;(!;(!;(のののの発音発音発音発音    
!/(は舌の先を上の歯ぐきにつけて息を止め、舌を離して勢いよく息を出して発音します。!;(は!/(の
有声音です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It will be cloudy.   (2) No, it isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) It will be fine on Tuesday.   (2) It will rain on Wednesday. 
    (3) It will be cloudy on Thursday.   (4) It will snow on Friday. 
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Unit 21-C  It’s very cold this morning. 
    
 
C:  Merry Christmas, Fred. 
F:  It’s very cold this morning. 
C:  Look! It’s snowing. 
F:  Wow! This is a real “white Christmas.” 
C:  Which season is it now in Australia? 
F:  It’s summer. 
    Look. Here is a stamp of Santa Claus. 
    He’s riding a surfboard. 
C:  That’s funny. Is it hot now in Australia? 
F:  No, it’s not very hot. 
    It’s warm in many areas of Australia. 
 
 
Words & Phrases    
merry merry merry merry !+2&4*(        形    陽気な            surfboard surfboard surfboard surfboard !3#&04?@6>04;(        名    サーフボード    
Christmas Christmas Christmas Christmas !=473+#3(        名    クリスマス        hot hot hot hot !")/(        形    暑い    
cold cold cold cold !=%'$;(        形    寒い            warm warm warm warm !B604+(        形    暖かい    
snowsnowsnowsnow    !35%'(        動    雪が降る            areaareaareaarea    !I&#4*#(        名    地域    
realrealrealreal    !470#$(        形    本当の    
    
Questions（Ｆのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) How’s the weather now?   (2) Which season is it now in Australia? 
 
Practice    
１．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Japan, cold, winter ⇒ In Japan, it’s cold in the winter. 
(1) Japan, hot, summer   (2) Sydney, warm, summer    
(3) Sydney, warm, spring   (4) Japan, *cool, fall 
（注）cool 涼しい 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Here is a stamp of Santa Claus. 
(1) ここに王子の像があります。 (a statue of the *prince) 
(2) ここにコアラの絵はがきがあります。(a postcard of a *koala) 
(3) ここに私たちの運動会のビデオがあります。(a video of our *field day) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）It’s not very hot now. 
(1) 今はあまり寒くありません。(cold)   (2) 今はあまり暖かくありません。(warm) 
(3) 今はあまり涼しくありません。(*cool) 
 
４．!$(の発音に注意して言いなさい。 
  letter   look   live   real   bill   cold 

C: 千尋  F: フレッド 
クリスマスの日に窓から
外を見ると雪が降り出し
ています。 
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Unit 21-C  オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアとととと日本日本日本日本のののの気候気候気候気候 
 

C: 千尋  F: フレッド 
C: メリー・クリスマス、フレッド。 
F: 今朝はとても寒いな。 
C: 見て！ 雪が降っているよ。 
F: うわあ！ これが本当の「ホワイト・クリスマス」だ。 
C: オーストラリアでは今、どの季節なの？ 
F: 夏だよ。見て。ここにサンタ・クロースの切手があるんだ。彼はサーフボードに乗っている。 
C: それはおもしろいわ。今オーストラリアでは暑いの？ 
F: いや、あまり暑くない。オーストラリアの多くの地域では今は暖かいよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント  it  it  it  itとととと theretheretherethereのののの構文構文構文構文(9)  (9)  (9)  (9)  気候気候気候気候をををを表表表表すすすす itititit    
ItItItIt’s very cold this morning.  今朝はとても寒いです。 
「暑い」「寒い」などの気候を表すときにも、英語では itを主語にして言います。 
It’s cold.  寒いです。 
It’s hot.  暑いです。 
It’s warm.  暖かいです。 
It’s cool.  涼しいです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Merry Christmas, Fred.Merry Christmas, Fred.Merry Christmas, Fred.Merry Christmas, Fred.    
◇ Merry Christmas.はクリスマスの日のあいさつです。 
ItItItIt’’’’s snowing.s snowing.s snowing.s snowing.    
◇ snowは「雪が降る」という意味の動詞で、rainの場合と同様に主語を itにして使います。 
This is a real This is a real This is a real This is a real ““““white Christmas.white Christmas.white Christmas.white Christmas.””””    
◇ realは「本当の」という形容詞で、副詞形はすでに学習した reallyです。 
Which season is it now in Australia?Which season is it now in Australia?Which season is it now in Australia?Which season is it now in Australia?    
◇ この文の which は、名詞をともなって「どの～」という意味になります。「今、オーストラリア
ではどの季節ですか？」とたずねています。 

Here is a stamp of Santa Claus.Here is a stamp of Santa Claus.Here is a stamp of Santa Claus.Here is a stamp of Santa Claus.    
◇ Here is ～.は「ここに～があります」という意味です。後に複数形の名詞が来る場合には Here are 
～.となります。There is ～.や There are ～.と似た特殊な構文です。 

No, itNo, itNo, itNo, it’’’’s not very hot.s not very hot.s not very hot.s not very hot.    
◇ not veryは「あまり～でない」という意味になります。not very hotは「あまり暑くない」とい
う意味で、very cold（とても寒い）とは意味が異なります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(9)  (9)  (9)  (9)  !$(!$(!$(!$(のののの発音発音発音発音    
!$(には２通りの発音があります。lookのように単語の始めや母音の前では、舌先を上の歯ぐきにつけ
たまま声を出します。realのように単語の終わりや子音の前では、舌先を歯ぐきにつけ、舌の奥を上
あごに近づけて「ウ」と言うように発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It’s snowing.   (2) It’s summer. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) In Japan, it’s hot in the summer.   (2) In Sydney, it’s warm in the summer. 
    (3) In Sydney, it’s warm in the spring.   (4) In Japan, it’s cool in the fall. 
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Unit 21-D  How often do you go back to Australia? 
    
 
C:  How often do you go back to Australia? 
F:  I go back once or twice a year. 
    I’m going back home during this winter vacation. 
C:  That’s nice.  
    How long does it take from Tokyo to Sydney? 
F:  It takes about nine and a half hours. 
C:  That’s a long way. 
    What’s the time difference between Tokyo and Sydney? 
F:  The time difference is one hour. 
C:  Only one hour? 
F:  Yes. Sydney is to the south of Tokyo, so the time 

difference is very small. 
 
 
Words & Phrases    
once once once once !BA53(        副    １回            between between between between !@*/B705(        前    ～の間に    
twice twice twice twice !/B)*3(        副    ２回            south south south south !3)'D(        名    南    
    
Questions（Ｆのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) How often do you go back to Australia? 
(2) How long does it take from Tokyo to Sydney? 
 
Practice    
１．例にならって「あなたはどのくらいよく～しますか？」と頻度をたずねる文を作りなさい。 
（例）go back to Australia ⇒ How often do you go back to Australia? 
(1) go to a movie theater   (2) send e-mails to your parents 
(3) have a party   (4) go on a trip 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I go back to Australia twice a year. 
(1) 私は１年に１回イタリアに戻ります。(*Italy, once) 
(2) 私は１年に３回オランダに戻ります。(the *Netherlands, three times) 
(3) 私は１年に５回スイスに戻ります。(*Switzerland, five times) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The time difference between Tokyo and Sydney is one hour. 
(1) 東京と北京の時差は１時間です。(*Beijing, one hour) 
(2) 東京とロンドンの時差は９時間です。(London, nine hours) 
(3) 東京とニューヨークの時差は 14 時間です。(New York, fourteen hours) 
 
４．!1(の発音に注意して言いなさい。 
  you   yours   yes   year 
 

 

 

C: 千尋  F: フレッド 
もうすぐ冬休み。フレッド
はオーストラリアで年末
を過ごす予定です。 
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Unit 21-D  東京東京東京東京ととととシドニーシドニーシドニーシドニーのののの距離距離距離距離 
 

C: 千尋  F: フレッド 
C: オーストラリアには、どのくらいよく帰るの？ 
F: １年に１回か２回帰るよ。この冬休み中に家に帰るつもりなんだ。 
C: それはいいわね。東京からシドニーまでどのくらい時間がかかるの？ 
F: ９時間半くらいかかるよ。 
C: それは遠いわ。東京とシドニーの間の時差は何時間？ 
F: 時差は１時間だよ。 
C: たったの１時間？ 
F: うん、シドニーは東京の南方にあるから、時差はとても小さいんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(22)  (22)  (22)  (22)  頻度頻度頻度頻度をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる how oftenhow oftenhow oftenhow often    
How oftenHow oftenHow oftenHow often do you go back to Australia?  あなたはどのくらいよくオーストラリアに帰りますか？    
How often ～?は「どのくらいよく～」という意味から、頻度をたずねる疑問文です。答え方は once 
a month（月に１回）、twice a week（週に２回）、three times a year（年に３回）などとなります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
How often do you go back to Australia?How often do you go back to Australia?How often do you go back to Australia?How often do you go back to Australia?    
◇ go backは「帰る」、go back to ～で「～へ帰る」という意味になります。 
I go backI go backI go backI go back once or twice a year. once or twice a year. once or twice a year. once or twice a year.    
◇ 回数を表す「回」は英語では timeを使いますが、「１回」は one timeの代わりに once、「２回」
は two timesの代わりに twiceがよく使われます。「年に１回」は once a year、「年に２回」は twice 
a yearとなります。 

◇ ここでの aは「～につき」という意味の使い方です。 
It takes about nine and a half hours.It takes about nine and a half hours.It takes about nine and a half hours.It takes about nine and a half hours.    
◇ nine and a half hoursは「９時間と半分」つまり「９時間半」です。 
WhatWhatWhatWhat’’’’s the time difference between Tokyo and Sydney?s the time difference between Tokyo and Sydney?s the time difference between Tokyo and Sydney?s the time difference between Tokyo and Sydney?    
◇ What’s the time difference?は「時差はどのくらいですか？」とたずねる文です。 
◇ between は「～の間に」という意味の前置詞で、among と意味が似ていますが、among は３つ
以上の間、betweenはふたつの物の間の場面で使われます。between A and Bで「Aと Bの間」
という意味です。 

Sydney is to the south of TokyoSydney is to the south of TokyoSydney is to the south of TokyoSydney is to the south of Tokyo, so the time difference is very small., so the time difference is very small., so the time difference is very small., so the time difference is very small.    
◇ ふたつの文が結果を表す接続詞 soでつながれており、「～なので、･･･」という形になっています。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(10)  (10)  (10)  (10)  !1(!1(!1(!1(のののの発音発音発音発音    
!1(は舌を上あごに近づけながら次の母音に移るときの音で、「ヤ」「ユ」「ヨ」の子音と同じです。英
語には、yearのように!1(の後に!*(が続く音がありますが、!1*(と!*(の区別（yearと earの区別）は非
常に困難です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I go back once or twice a year.   (2) It takes about nine and a half hours . 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) How often do you go to a movie theater? 
    (2) How often do you send e-mails to your parents? 
    (3) How often do you have a party? 
    (4) How often do you go on a trip? 
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Unit 21-E  Exercises (21) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) This is Takuya’s pen.  （thisが答えの中心になるような疑問文に） 
(2) That red book is Chihiro’s.  （that redが答えの中心になるような疑問文に） 
(3) Fred goes to a movie theater once a month.  （once a monthが答えの中心になるような疑
問文に） 

 
【２】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) the first month : January = the second month : (          ) 
(2) large : small = hot : (          ) 
(3) left : right = north : (          ) 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          ) will the (          ) be tomorrow? 
  明日の天気はどうでしょうか？ 
(2) (          )(          ) shows spring, summer, fall or winter. 
  おのおのの写真が春、夏、秋、冬を示します。 
(3) This bus is (          )(          ) crowded. 
  このバスはあまり込んでいません。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: How (1)(          ) does it take from Tokyo to Sydney? 
B: It takes about (2)nine and a half hours. 
A: What’s the time difference (3)(          ) Tokyo and Sydney? 
B: The time difference is one hour. 
(1) 空所にあてはまる単語を答えなさい。 
(2) 下線部を日本語に直しなさい。 
(3) 空所にあてはまる単語を答えなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) We don’t have much rain in Hokkaido. 
(2) Which school do you go to? 
(3) In Australia it’s very warm in the winter. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私は週に１回か２回オレンジジュースを飲みます。 
(2) ここに１冊のオーストラリアについてのおもしろい本があります。 
(3) 午前中はくもっていますが、午後は晴れているでしょう。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) warm       (2) weather      (3) each 
   card           season           Christmas 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) De-cem-ber   (2) cal-en-dar   (3) bet-ween 
    1  2   3        1  2  3        1    2 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) It’s warm in (          )(          ) of Australia. 
(2) Is it the (          )(          ) now in Japan? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Helen: Do you like Christmas? 
Ayaka: Yes, my mother bakes a *chocolate cake for Christmas. 
Helen: That’s very nice. In the U.S., we usually don’t eat cakes for Christmas. 
       Are you going to help your mother? 
Ayaka: No, I’m very busy. I have to *decorate the living room. 
Helen: Do you have a Christmas tree? 
Ayaka: Yes, we have a very big tree. 
Helen: Is it a real tree? 
Ayaka: No, we don’t use a real tree. 
Helen: Do you put your *stocking on the *wall? 
Ayaka: Of course. I want a present from Santa Claus. 
（注）chocolate cake チョコレート・ケーキ   decorate 飾る   stocking 靴下 
      wall 壁 
 
QUESTIONS（Ayakaのつもりで答えなさい） 
(1) What does your mother bake? 
(2) Are you going to help your mother? 
(3) Is your Christmas tree a real tree? 
(4) Where do you put your stocking? 
(5) Do you want a Christmas present? 
 
 
 
■きよしこの夜 
 
  Silent Night 
 
  Silent night Holy night  
  All is calm all is bright  
  ‘Round yon virgin Mother and Child  
  Holy infant so tender and mild  
  Sleep in heavenly peace  
  Sleep in heavenly peace  
 
 



英語の正道 J1 01-001 211

Unit 22  Happy New Year 
 
Unit 22-A  I stayed home all day yesterday. 
    
 
Happy New Year. 
In Japan it’s exactly midnight, January 1st. 
But it’s still December 31st in your country. 
How are you spending your New Year’s Eve? 
I stayed home all day yesterday. 
In the morning I helped my mother in the kitchen. 
In the evening I watched a music show on television. 
Then I listened to temple bells. 
I’m going to eat o-zoni today. 
Do you know o-zoni? 
It’s Japanese soup with rice cakes. 
 
 
Words & Phrases    
exactlyexactlyexactlyexactly    !*9F,&=/$*(        副    正確に  temple temple temple temple !/2&+E$(        名    寺        
midnight midnight midnight midnight !+7;5)>*/(        名    午前０時        bell bell bell bell !@2$(        名    鐘    
eve eve eve eve !*0C(        名    前夜                soup soup soup soup !3'0E(        名    スープ    
yesterday yesterday yesterday yesterday !12&3/#4;*(        名    昨日            rice rice rice rice !4)*3(        名    米    
television television television television !/2&$#CGH#5(        名    テレビ        cake cake cake cake !=2*=(        名    ケーキ    
    
Practice    
１．例にならって「昨日～しました」という過去形の文を作りなさい。 
（例）I stay home every day. ⇒ I stayed home yesterday. 
(1) I play tennis every day.   (2) I help my mother every day. 
(3) She visits the museum every day.   (4) He works until midnight every day. 
 
２．例にならって日時を英語で言いなさい。 
（例）１月１日午前０時 ⇒ It’s midnight, January first. 
(1) １月３日午前５時    
(2) ２月 15 日午後３時 20 分 
(3) 12 月 31 日午後 11 時 59 分 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I watched a music show on television. 
(1) 私はテレビでゲーム番組を見ました。(game show) 
(2) 私はテレビで料理番組を見ました。(*cooking show) 
(3) 私はテレビでニュースを見ました。(*news) 
 
４．過去形の edの発音に注意して言いなさい。 
  looked   watched   listened   visited   needed 

千尋がオーストラリアの
フレッドに送ったＥメー
ルです。 
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Unit 22  あけましておめあけましておめあけましておめあけましておめでとうでとうでとうでとう 
 
Unit 22-A  １１１１月月月月１１１１日日日日ののののメールメールメールメール 
 
 
あけましておめでとう。日本では今ちょうど１月１日午前０時です。 
でも、あなたの国では、今はまだ 12 月 31 日ですね。大みそかをどのように過ごしていますか？  
私は昨日は一日中家にいました。午前中は台所で母を手伝いました。 
晩にはテレビで音楽番組を見ました。それからお寺の鐘を聞きました。 
今日は私はおぞうにを食べるつもりです。おぞうにを知っていますか？  
おもちが入った日本のスープです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(7)  (7)  (7)  (7)  規則動詞規則動詞規則動詞規則動詞のののの過去形過去形過去形過去形    
I stayestayestayestayedddd home all day yesterday.  昨日、私は一日ずっと家にいました。 
過去を表すには動詞を過去形にします。規則動詞の過去形は、主語の人称や単数・複数に関係なく、
動詞（原形）に edをつけた形です。⇒巻末資料「規則動詞の過去形の作り方」参照。 
I stay home every day.  私は毎日家にいます。 
I stayed home yesterday.  私は昨日は家にいました。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Happy New Year.Happy New Year.Happy New Year.Happy New Year.    
◇ 「あけましておめでとうございます」という新年のあいさつです。 
In Japan itIn Japan itIn Japan itIn Japan it’’’’s exactly midnight, January 1st.s exactly midnight, January 1st.s exactly midnight, January 1st.s exactly midnight, January 1st.    
◇ midnightは「真夜中」という意味ですが、特に「午前０時」を指すことがあります。 
◇ 「１月１日の午前０時」というとき、英語では順序が逆で、midnight, January 1stとなります。 
◇ 日付のように算用数字の 1を firstと読ませる場合に、1stと書き表す場合があります。他にも、

2nd、3rd、4th、22nd、30thのように、序数を表す単語の終わり２文字をつけて表します。 
How How How How are you spending your New Yearare you spending your New Yearare you spending your New Yearare you spending your New Year’’’’s Eve?s Eve?s Eve?s Eve?    
◇ eveは「前夜」のことで、New Year’s Eveは 12 月 31 日を指します。 
I stayed home all day yesterday.I stayed home all day yesterday.I stayed home all day yesterday.I stayed home all day yesterday.    
◇ yesterdayは「昨日」という意味です。today（今日）、tomorrow（明日）は既習です。 
In the evening I watched a music show on television.In the evening I watched a music show on television.In the evening I watched a music show on television.In the evening I watched a music show on television.    
◇ eveningの場合に、時を表す前置詞には inを使い、in the evening（夕方には）とします。 
◇ showは「見世物」という名詞で、music showは「音楽のショー」となります。 
◇ 「テレビで」は on televisionまたは on TVといいます。 
Then I listened to temple bells.Then I listened to temple bells.Then I listened to temple bells.Then I listened to temple bells.    
◇ thenは「それから」という意味で使われています。 
ItItItIt’’’’s Japanese soup with rice cakes.s Japanese soup with rice cakes.s Japanese soup with rice cakes.s Japanese soup with rice cakes.    
◇ 「もち」は英語では rice cake（お米のケーキ）となります。 
◇ with ～は「～の入った」「～がともなった」という意味で使われています。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(12)  (12)  (12)  (12)  過去形過去形過去形過去形のののの ededededのののの発音発音発音発音    
動詞の過去形の ed の発音は、!/(!;(!*;(のどれかになります。無声音で終わる動詞の場合は!/(、有声
音で終わる動詞の場合は!;(、!/(または!;(で終わる動詞の場合は!*;(となります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I stayed home yesterday.   (2) I helped my mother yesterday. 
    (3) She visited the museum yesterday.   (4) He worked until midnight yesterday. 
２．(1) It’s five o’clock a.m., January third.   (2) It’s three twenty p.m., February fifteenth. 
    (3) It’s eleven fifty-ninth p.m., December thirty-first. 
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Unit 22-B  Did you enjoy your New Year’s vacation? 
    
 
H:  Did you enjoy your New Year’s vacation? 
N:  Yes, I did. 
    My cousin Hiroki visited us on New Year’s Day. 
    We played a card game together. 
H:  What is the name of the card game? 
N:  Hyakunin-isshu. 
    The cards have one hundred famous poems. 
H:  Did you fly a kite, too? 
N:  No, we didn’t. 
    We didn’t play any outdoor games. 
 
 
Words & Phrases    
did did did did !;*;(        動    ((doの過去形))            kite kite kite kite !=)*/(        名    凧    
enjoy enjoy enjoy enjoy !*5;H6&*(        動    楽しむ            didndidndidndidn’’’’t t t t !;7;5/(        ((did notの短縮形))    
cousin cousin cousin cousin !=A&F5(        名    いとこ            outdoor outdoor outdoor outdoor !)&'/;6>04(        形    屋外の    
poem poem poem poem !E%&'*+(        名    詩    
    
Questions（Ｎのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Did you enjoy your New Year’s vacation? 
(2) Did Hiroki visit your house on New Year’s Day? 
 
Practice    
１．例にならって「～しましたか？」という過去の疑問文を作りなさい。また、Yesまたは No
を使って答えなさい。 

（例）He enjoyed his New Year’s vacation. (Yes)  
⇒ Did he enjoy his New Year’s vacation? ---- Yes, he did. 
(1) She walked around the park. (No)   (2) They danced together. (Yes) 
(3) She watched a music show on TV. (Yes)   (4) He crossed the street at the red light. (No) 
 
２．例にならって「～しませんでした」という過去の否定文を作りなさい。 
（例）We played some outdoor games. ⇒ We didn’t play any outdoor games. 
(1) He used the telephone.   (2) I listened to the tape. 
(3) She invited George to the party. 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Did you enjoy your New Year’s vacation? 
(1) あなたのパーティーは楽しかったですか？ (party) 
(2) あなたの冬休みは楽しかったですか？ (winter vacation) 
(3) あなたのロンドン旅行は楽しかったですか？ (trip to London) 
 
４．!F(と!;F(のちがいに注意して言いなさい。 
  cars !=)04F( rise !4)*F(  rose !4%'F( bees !@*0F( 
  cards !=)04;F( rides !4)*;F( roads !4%';F( beads !@*0;F( 

 

H: ヘレン  N: 直樹 
正月が終わった頃、ヘレン
と直樹が出会いました。 
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Unit 22-B  おおおお正月正月正月正月のののの遊遊遊遊びびびび 
 

H: ヘレン  N: 直樹 
H: お正月休みは楽しかった？ 
N: うん。いとこの大樹が元日に僕たちを訪ねてきた。僕たちはいっしょにカード遊びをしたよ。 
H: カード遊びの名前は何？ 
N: 百人一首。カードには 100 個の有名な詩が書いてあるんだ。 
H: 凧もあげた？ 
N: いや。屋外の遊びは何もしなかった。 
 
    
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(8)  (8)  (8)  (8)  過去時制過去時制過去時制過去時制のののの疑問文疑問文疑問文疑問文とととと否定文否定文否定文否定文    
DidDidDidDid you enjoyenjoyenjoyenjoy your New Year’s vacation?  あなたは正月休暇を楽しみましたか？ 
過去形の文を疑問文にするときは、doや doesの代わりに didを使います。動詞は原形になります。 
You enjoyed your vacation.  あなたは休暇を楽しみました。 
 
Did you enjoy your vacation?  あなたは休暇を楽しみましたか？ 
過去形の否定文は、do not、does notの代わりに did notとして動詞の原形を続けます。 
We played baseball.  私たちは野球をしました。 
We didn’t play baseball.  私たちは野球をしませんでした。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, I did.Yes, I did.Yes, I did.Yes, I did.    
◇ Did you ～?に対して「はい、そうしました」と答える言い方です。 
My cousin Hiroki visited us on New YearMy cousin Hiroki visited us on New YearMy cousin Hiroki visited us on New YearMy cousin Hiroki visited us on New Year’’’’s Day.s Day.s Day.s Day.    
◇ my cousin Hirokiは「私のいとこの大樹君」という意味です。 
◇ New Year’s Dayは「元日」を表します。 
Did you fly a kite, too?Did you fly a kite, too?Did you fly a kite, too?Did you fly a kite, too?    
◇ flyは「～を飛ばす」という意味になります。fly a kiteは「凧をあげる」という意味です。 
No, we didnNo, we didnNo, we didnNo, we didn’’’’t.t.t.t.    
◇ Did you ～?に対して「いいえ、そうしませんでした」と答える言い方です。 
We didnWe didnWe didnWe didn’’’’t play any outdoor games.t play any outdoor games.t play any outdoor games.t play any outdoor games.    
◇ not ～ anyで「まったく～しない」となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(11)  (11)  (11)  (11)  !/3(!/3(!/3(!/3(とととと!;F(!;F(!;F(!;F(のののの発音発音発音発音    
!/3(と!;F(はどちらも、記号はふたつですがひとつの音で、英語では単語の初めには来ません。!/3(は
「ツ」の子音部分と同じです。!;F(は!/3(の有声音で、これと!F(の発音が似ているため、たとえば cars
と cardsの聞き分けが難しくなります。!;F(は、舌先を上の歯ぐきにあて、息を止めて一気に破裂さ
せて発音します。「ツ」と言うつもりで声を出して「ヅ」と言えば発音できます。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I did.   (2) Yes, he did. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Did she walk around the park? ---- No, she didn’t. 
    (2) Did they dance together? ---- Yes, they did. 
    (3) Did she watch a music show on TV? ---- Yes, she did. 
    (4) Did he cross the street at the red light? ---- No, he didn’t. 
２．(1) He didn’t use the telephone.   (2) I didn’t listen to the tape. 
    (3) She didn’t invite George to the party. 
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Unit 22-C  I was in Kamakura on January 2nd. 
    
 
A:  Were you in Tokyo throughout the holidays? 
G:  No, I was in Kamakura on January 2nd. 
A:  Really? Were there many people there? 
G:  Yes, there were. 
A:  Did you visit a lot of temples and shrines? 
G:  Yes, I did. 
    I walked around the gardens and tried o-saisen. 
A:  Did you wish for anything? 
G:  Yes, I wished for world peace. 
 
 
Words & Phrases    
were were were were !B#04-.B#4(        動((areの過去形))        wish wish wish wish !B*:(        動    願う    
throughout throughout throughout throughout !D4'!0()&'/(        前    ～じゅう（ずっと）    world world world world !B#04$;(        名    世界    
was was was was !B)F-.B#F(        動    ((am、isの過去形))    peace peace peace peace !E*03(        名    平和    
shrine shrine shrine shrine !:4)*5(        名    神社    
 
Questions（Ｇのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Where were you on January 2nd? 
(2) What did you wish for? 
 
Practice    
１．例にならって過去形の文にしなさい。 
（例）I’m in Kamakura. (on January 2nd) ⇒ I was in Kamakura on January 2nd. 
(1) Are you busy? (yesterday)    
(2) They’re in Japan. (during the winter vacation) 
(3) I’m not fine. (yesterday morning)    
(4) There are many people. (on January 1st) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Were there many people there? 
(1) そこにおおぜいの外国人がいましたか？ (foreign people) 
(2) そこにおおぜいの観光客がいましたか？ (*tourists) 
(3) そこにおおぜいのサーファーがいましたか？ (*surfers) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I wished for world peace. 
(1) 私は幸運を願いました。(good *luck) 
(2) 私は健康を願いました。(good *health) 
(3) 私は幸福を願いました。(*happiness) 
 
４．!B(の発音に注意して言いなさい。 
  wish   wild   world   woman 

 

A: 綾香  G: ジョージ 
新学期が始まり、綾香とジ
ョージが正月について話
しています。 
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Unit 22-C  初初初初もうでもうでもうでもうで 
 

A: 綾香  G: ジョージ 
A: お休みの間ずっと東京にいた？ 
G: ううん、１月２日は鎌倉にいた。 
A: 本当？ おおぜい人がいた？ 
G: いたよ。 
A: お寺や神社にたくさん行った？ 
G: 行った。庭の周りを歩いて、おさいせんをやってみた。 
A: 何かお願いごとをした？ 
G: うん、世界の平和を願った。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(9)  am(9)  am(9)  am(9)  amとととと areareareareのののの過去形過去形過去形過去形    
I waswaswaswas in Kamakura on January 2nd.  私は１月２日に鎌倉にいました。 
be動詞の過去形を習います。amの過去形は was、areの過去形は wereになります。 
I am in Kamakura.  私は鎌倉にいます。 
I was in Kamakura.  私は鎌倉にいました。 
They are in Kamakura.  彼らは鎌倉にいます。 
They were in Kamakura.  彼らは鎌倉にいました。 
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Were there many people there?Were there many people there?Were there many people there?Were there many people there?    
◇ there areの過去形は there wereです。「多くの人がそこにいましたか？」という意味です。 
Yes, there were.Yes, there were.Yes, there were.Yes, there were.    
◇ Were there ～?に対する肯定の答えです。 
I walked around the gardens and tried I walked around the gardens and tried I walked around the gardens and tried I walked around the gardens and tried oooo----saisensaisensaisensaisen....    
◇ walk around ～は「～を歩き回る」という意味です。 
◇ try の過去形は tried です。このように、子音＋y で終わる動詞を過去形にするには、y を i に変
えて edをつけます。（例）study → studied 

Did you wish for anyDid you wish for anyDid you wish for anyDid you wish for anything?thing?thing?thing?    
◇ wish for ～は「～を望む」という意味です。 
Yes, I wished for world peace.Yes, I wished for world peace.Yes, I wished for world peace.Yes, I wished for world peace.    
◇ world peaceは「世界平和」です。theをつけずに名詞をふたつ並べた形で使います。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(12)  (12)  (12)  (12)  !B(!B(!B(!B(のののの発音発音発音発音    
!B(は、くちびるを丸めて一気に突き出し、のどの奥から強く声を出しながらすぐに次の母音に移る
ときの音です。日本語の「ワ」の子音部分ですが、woman !B'&+#5(のように、英語には!B(の後に!'(
が続く単語があるので、聞き取りや発音に注意が必要です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) I was in Kamakura.   (2) I wished for world peace. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Were you busy yesterday? 
    (2) They were in Japan during the winter vacation. 
    (3) I was not fine yesterday morning. 
    (4) There were many people on January 1st. 
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Unit 22-D  There was a kakizome contest. 
    
 
M:  Weren’t you at school last Sunday? 
P:  Yes, I was. I was at the school gym. 
M:  Was there any special event at the school gym? 
P:  Yes, there was a kakizome contest. 
M:  Oh, was there? Did you enjoy kakizome? 
P:  Yes, I like it very much. 
    It was a good experience for me. 
M:  Naoki’s big brother Daisuke is very good at Japanese 

calligraphy. 
    Was he in the contest, too? 
P:  No, he wasn’t there. 
 
 
Words & Phrases    
werenwerenwerenweren’’’’t t t t !B#045/(        ((were notの短縮形))        contest contest contest contest !=)&5/23/(        名    コンテスト    
gym gym gym gym !;H*+(        名    体育館            experience experience experience experience !*=3E7#4*#53(        名    経験    
special special special special !3E2&:#$(        形    特別な            calligraphy calligraphy calligraphy calligraphy !=#$794#?*(        名    書道    
event event event event !*C2&5/(        名    行事            wasnwasnwasnwasn’’’’t t t t !BA&F5/(        ((was notの短縮形))    
    
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Did you enjoy kakizome?   (2) Was Daisuke in the contest? 
 
Practice    
１．例にならって過去形の文にしなさい。 
（例）There is a kakizome contest. 
⇒ There was a kakizome contest last Sunday. 
(1) He’s late for school. (this morning)   (2) The train is crowded. (on January first) 
(3) She’s in Okinawa. (last week)   (4) It’s very cold. (yesterday) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）There was a kakizome contest at the school gym. 
(1) 体育館でお別れ会がありました。 (*farewell party) 
(2) 体育館で卒業式がありました。 (*graduation *ceremony) 
(3) 体育館で卓球の試合がありました。 (*table tennis *match) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Kakizome contest was a good experience for me. 
(1) ひな祭りは私にとって良い経験でした。(Doll *Festival) 
(2) マラソン大会は私にとって良い経験でした。(*Marathon *race) 
(3) 学校の遠足は私にとって良い経験でした。(our school *outing) 
 
４．答えのイントネーションに注意して言いなさい。 
  He is our English teacher. ---- Is he? 
  I played tennis yesterday. ---- Did you? 

 
 

M: 美咲  P: ポール 
１月最初の日曜日は体育
館で書初め大会がありま
した。 
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Unit 22-D  新春書新春書新春書新春書きききき初初初初めめめめ大会大会大会大会 
 

M: 美咲  P: ポール 
M: この前の日曜日に学校にいなかった？ 
P: いたよ。学校の体育館にいた。 
M: 体育館で何か特別な行事があったの？ 
P: うん、書き初め大会があったんだ。 
M: そうなの？ 書き初めを楽しんだ？ 
P: うん、とても気に入っているよ。僕にとって良い経験だったよ。 
M: 直樹のお兄さんの大輔さんは書道がとても上手よ。彼も大会にいた？ 
P: いや、いなかった。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(10)  is(10)  is(10)  is(10)  isのののの過去形過去形過去形過去形    
There waswaswaswas a kakizome contest.  書き初め大会がありました。 
be動詞の過去形のうち、isの過去形は amと同じく wasになります。 
There is a kakizome contest.  書き初め大会があります。 
There was a kakizome contest.  書き初め大会がありました。 
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
WerenWerenWerenWeren’’’’t you at school last Sundat you at school last Sundat you at school last Sundat you at school last Sunday?y?y?y?    
◇ weren’tは were notの短縮形です。Weren’t you at ～?で「あなたは～にいませんでしたか？」
となります。 

◇ be at schoolで「学校にいる」となります。at schoolというときには冠詞をつけません。 
◇ last は「この前の」という意味で、細かくいえば、last Sunday には「この前の日曜日」と「先
週の日曜日」の両方の意味があり、場合によっては別の日をさすことになります。 

Yes, I was.Yes, I was.Yes, I was.Yes, I was.    
◇ 「～にいませんでしたか？」という否定の疑問文に対する答えで、日本語では「いいえ、いまし
た」になりますが、英語では「いた」という事実に合っているので Noではなく Yesになります。 

Oh, was there?Oh, was there?Oh, was there?Oh, was there?    
◇ There was ～.の文に対して、「へえ、そうなのか？」と聞き返すときは、Was there?になります。 
It was a good experience for me.It was a good experience for me.It was a good experience for me.It was a good experience for me.    
◇ experienceは「経験」という意味で、「それ（書き初め）は私にとって良い経験でした」となりま
す。 

NaokiNaokiNaokiNaoki’’’’s big brother Daisuke is verys big brother Daisuke is verys big brother Daisuke is verys big brother Daisuke is very good at Japanese calligraphy. good at Japanese calligraphy. good at Japanese calligraphy. good at Japanese calligraphy.    
◇ big brotherは「兄」という意味です。 
No, he wasnNo, he wasnNo, he wasnNo, he wasn’’’’t there.t there.t there.t there.    
◇ wasn’tは was notの短縮形です。He wasn’t there.は「彼はそこにいませんでした」の意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(16)  (16)  (16)  (16)  応答疑問応答疑問応答疑問応答疑問    
There was ～.の文に対してWas there?とおうむ返しに答える言い方のニュアンスは、イントネーシ
ョンによってちがってきます。疑問形なので上がり調子が原則と考えられますが、疑いの気持ちがな
く単に「そうですか」と相づちを打つ感じを出すには、下がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I did.   (2) No, he wasn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) He was late for school this morning.   (2) The train was crowded on January first. 
    (3) She was in Okinawa last week.   (4) It was very cold yesterday. 
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Unit 22-E  Exercises (22) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) Naoki is in Kamakura.  （過去形に） 
(2) You used this telephone yesterday.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(3) I looked for a bag.  （否定文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内の動詞を過去形に直しなさい。 
(1) He (studies) English yesterday. 
(2) I (try) these shoes on last week. 
(3) She (enjoys) the party very much last Sunday. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Did you (          ) for (          )? 
  あなたは何かを願いしましたか？ 
(2) My (          ) Hiroki (          ) my house yesterday. 
  私のいとこの大樹が昨日私の家を訪れました。 
(3) I watched a music show (          )(          ). 
  私はテレビで音楽番組を見ました。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Weren’t you (1)(          ) school last Sunday? 
B: (2)(                    ). I was at the school gym. 
A: Was there any special event at the school gym? 
B: (3)Yes. There was a kakizome contest. 
(1) 空所に前置詞を入れなさい。 
(2) 空所にあてはまる文を次から選びなさい。 
  1. Yes, I was.   2. Yes, I wasn’t.   3. No, I was.   4. No, I wasn’t. 
(3) 下線部を次のように省略せずに言うとき、空所にあてはまる単語を答えなさい。 
  Yes, (          )(          ). 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Japanese calligraphy was a good experience for me. 
(2) Did you eat rice cakes during the New Year’s vacation? 
(3) I didn’t play any outdoor games last week. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私は昨日、たくさんの寺や神社を歩いて回りました。 
(2) 元日をどのように過ごしましたか？ 
(3) 私たちは世界平和を愛さなければなりません。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) world       (2) played      (3) talked 
   word           walked        visited 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) ex-pe-ri-ence   (2) hol-i-day   (3) yes-ter-day 
   1  2  3  4        1  2 3        1   2  3 
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【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) (          )(          ) Year. 
(2) I (          )(          ) very much. 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Takuya: When do you have the famous *carnival of *Rio de Janeiro? 
Monica: In February, and it’s hot then. 
Takuya: Really? It’s cold here in Tokyo. 
Monica: It’s hot in *Brazil in February. 
Takuya: I see. How about the time difference? What time is it now in Rio de Janeiro? 
Monica: It’s four o’clock in the morning. 
Takuya: So the time difference is twelve hours. 
Monica: That’s right. 
Takuya: What language do you speak in Brazil? 
Monica: We speak *Portuguese. Do you know any Portuguese? 
Takuya: Well, I know one word. “Obrigado.” It means “Thank you.” 
Monica: Yes, that’s right. 
（注）carnival カーニバル   Rio de Janeiro リオ・デ・ジャネイロ   Brazil ブラジル    
      Portuguese ポルトガル語 
 
QUESTIONS 
(1) When is the carnival of Rio de Janeiro? 
(2) Is it cold in Brazil in February? 
(3) What’s the time difference between Tokyo and Rio de Janeiro? 
(4) What language do they speak in Brazil? 
(5) What does “Obrigado” mean? 
 
 
 
■月の日数を覚える詩 
 
  日本では、小の月（30 日以下しかない月）を覚えるのに「西向く士（にしむくさむらい）」＝２月、
４月、６月、９月、11 月という覚え方があります。英語では、次のような詩で各月の日数を覚える
ことができます。 
 
  Thirty days has September                 30 日あるのは９月、 
  April, June and November                  ４月、６月、そして 11 月 
  All the rest have thirty-one                 その他はすべて 31 日 
  Except for February alone.                 ２月を除いて。 
  And that has twenty-eight days clear        ２月は 28 日きっかり。 
  And twenty-nine in each Leap Year.         うるう年は 29 日。 
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Unit 23  Dick Whittington and His Cat 
 
Unit 23-A  He sat down by the door of a large house. 
 
 

Dick Whittington and His Cat 
Dick Whittington was a poor English boy.  
He had no father or mother.  
He lived in a small village in England. 
He was not happy there, so one day he left for London.  
He got to London, but he didn’t have any money.  
He sat down by the door of a large house.  
Then the door of the house opened and a man came out. 
He was the master of the house. 
“What are you doing here?” he said to the boy. 
“I’m hungry, but I don’t have any money,” Dick answered. 
 
 
Words & Phrases    
had had had had !",;-."#;(        動    ((haveの過去形))        satsatsatsat    !3,/(        動    ((sitの過去形))        
villagevillagevillagevillage !C7$*;H(  名    村   came came came came !=2*+(        動    ((comeの過去形))    
England England England England !789$#5;(        名    イングランド        master master master master !+,&3/#4(        名    主人    
leftleftleftleft    !$2?/(        動    ((leaveの過去形))  said said said said !32;(        動    ((sayの過去形))    
got got got got !9)/(        動    ((getの過去形))            
    
Questions 
(1) Was Dick happy in a small village in England?   (2) Did Dick have any money? 
 
Practice    
１．例にならって過去形の文にしなさい。 
（例）He sits down by the door. ⇒ He sat down by the door. 
(1) Ms. White says the word again.   (2) He comes to school early. 
(3) I get off at the wrong station.   (4) We have a big party. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He had no father or mother. 
(1) 彼はお金をまったく持っていませんでした。(money) 
(2) 彼は友達をまったく持っていませんでした。(friend) 
(3) 彼は衣服をまったく持っていませんでした。(*clothes) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）One day he left for London. 
(1) ある日、彼はシドニーに向けて出発しました。(Sydney) 
(2) ある日、彼はロサンゼルスに向けて出発しました。(*Los Angeles) 
(3) ある日、彼はバンクーバーに向けて出発しました。(*Vancouver) 
 
４．!/:(と!;H(の発音に注意して言いなさい。 
  !/:(  children   teacher   lunch   !;H(  Japan   village   large 
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Unit 23  ディックディックディックディック・・・・ウィティントンウィティントンウィティントンウィティントンとととと猫猫猫猫 
 
Unit 23-A  ディックディックディックディックががががロンドンロンドンロンドンロンドンへへへへ行行行行くくくく 
 

ディック・ウィティントンと猫 
ディック・ウィティントンはイングランドの貧しい少年でした。 
彼には父親も母親もいませんでした。彼はイングランドの小さな村に住んでいました。 
そこで彼は楽しくなかったので、ある日ロンドンに向かって出発しました。 
彼はロンドンに着きましたが、お金がまったくありませんでした。 
彼は大きなドアのそばに座りました。そのとき、家のドアが開いて男性が出てきました。 
彼はその家の主人でした。「ここで何をしているのかね」と彼は少年に聞きました。 
「僕はおなかがすいています。でもお金が全然ないんです」とディックは答えました。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(11)  (11)  (11)  (11)  不規則動詞不規則動詞不規則動詞不規則動詞のののの過去形過去形過去形過去形    
He satsatsatsat down by the door of a large house.  彼は大きな家のドアのそばに座りました。 
動詞には、ed をつけて過去形に変える動詞（規則動詞）のほかに、不規則な変化をする動詞（不規
則動詞）があります。今回習う不規則動詞は次の５つです（原形→過去形）。 
have → had   leave → left   get → got   sit → sat   say → said 
今後も引き続き新しい不規則動詞を学習していきます。巻末資料「不規則動詞変化表」にまとめがあ
りますので参照してください。 
また、疑問文および否定文の作り方は規則動詞の場合と同じです。 
He left for London.  彼はロンドンに向けて出発しました。 
Did he leave for London?  彼はロンドンに向けて出発しましたか？ 
He didn’t leave for London.  彼はロンドンに向けて出発しませんでした。 
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Dick Whittington was a poor English boy.Dick Whittington was a poor English boy.Dick Whittington was a poor English boy.Dick Whittington was a poor English boy.    
◇ Englishは「イングランド（人）の」という形容詞です。 
He had no father or mother.He had no father or mother.He had no father or mother.He had no father or mother.    
◇ 「彼は父も母も持たなかった」という意味です。 
He was not happyHe was not happyHe was not happyHe was not happy there, so one day he left for London. there, so one day he left for London. there, so one day he left for London. there, so one day he left for London.    
◇ one dayは「ある日」という意味です。 
◇ leftは leaveの過去形で、「左の」という意味の leftと同じつづり（スペリング）です。 
Then the door of the house opened and a man came out.Then the door of the house opened and a man came out.Then the door of the house opened and a man came out.Then the door of the house opened and a man came out.    
◇ come outは「出てくる」という意味です。 
““““What are you doing here?What are you doing here?What are you doing here?What are you doing here?”””” he said to the boy. he said to the boy. he said to the boy. he said to the boy.    
◇ 人が話した内容は引用符に入れて書きます。 
◇ 引用符の後の he said to ～は「と彼は～に向かって言いました」の意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(13)  (13)  (13)  (13)  !/:(!/:(!/:(!/:(とととと!;H(!;H(!;H(!;H(のののの発音発音発音発音    
!/:(は舌の先を!/(よりも強く上の歯ぐきにつけて、日本語の「チ」のように息を出します。!;H(は!/:(
の有声音です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, he wasn’t.   (2) No, he didn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Ms. White said the word again.   (2) He came to school early. 
    (3) I got off at the wrong station.   (4) We had a big party. 
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Unit 23-B  Dick could not sleep well. 
    
 
The master took Dick into his house and gave some food to 
him. 
“Can you work here?” the master said to the boy. 
Dick answered, “Yes, I can do any kind of small jobs.” 
Dick worked in the kitchen. 
He had a little room of his own, but he had one problem. 
There were a lot of holes in the walls. 
Rats came out of the holes every night, and Dick could not 
sleep well. 
So he bought a cat and kept it in his room. 
The cat caught many rats, so Dick could sleep well. 
 
 
Words & Phrases    
tooktooktooktook    !/'=(        動    ((takeの過去形))        ratratratrat    !4,/(        名    ネズミ    
intointointointo    !75/'(        前    ～の中へ            couldcouldcouldcould    !=';-.=#;(        助    ((canの過去形))    
gavegavegavegave    !92*C(        動    ((giveの過去形))        boughtboughtboughtbought    !@60/(        動    ((buyの過去形))    
hole hole hole hole !"%'$(        名    穴                kept kept kept kept !=2E/(        動    ((keepの過去形))    
wall wall wall wall !B60$(        動    壁                caught caught caught caught !=60/(        動    ((catchの過去形))    
    
Questions 
(1) Did Dick have a room of his own?   (2) What did Dick buy? 
 
Practice    
１．例にならって過去の可能を表す文を作りなさい。 
（例）He did not sleep well. ⇒ He could not sleep well. 
(1) I got to London.   (2) She did not work hard. 
(3) He came to the party.   (4) The rats did not run away from the cat. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I can do any kind of small jobs. 
(1) 私はどんな種類の仕事でもできます。(work) 
(2) 私はどんな種類の活動でもできます。(activities) 
(3) 私はどんな種類の家事でもできます。(*housework) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He had a little room of his own. 
(1) 彼は自分自身の家を持っていました。(a house) 
(2) 彼は自分自身のコンピューターを持っていました。(a computer) 
(3) 彼は自分自身の寝室を持っていました。(a *bedroom) 
 
４．!@(と!C(のちがいに注意して言いなさい。 
  berry !@2&4*( base !@2*3( boat !@%'/( bigger !@79#4( 
  very !C2&4*( vase !C2*3( vote !C%'/( vigor !C79#4( 
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Unit 23-B  ディックディックディックディックがががが猫猫猫猫をををを飼飼飼飼うううう 
 
 
主人はディックを家の中に入れ、食べ物をあげました。 
「ここで働けるかい？」と主人は少年に言いました。 
「はい、小さな仕事ならばどんな種類でもできます」とディックは答えました。 
ディックは台所で働きました。彼は自分自身の小さな部屋を持ちましたが、ひとつ問題がありました。 
壁に多くの穴があいていたのです。ネズミが毎晩穴から出てきて、ディックはよく眠れませんでした。 
そこで彼は猫を買い、部屋の中で飼いました。 
猫はたくさんのネズミを捕まえたので、ディックはよく眠ることができました。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(18)  (18)  (18)  (18)  過去過去過去過去のののの可能可能可能可能をををを表表表表すすすす couldcouldcouldcould    
Dick couldcouldcouldcould not sleep well.  彼はよく眠れませんでした。 
助動詞にも過去形があります。can の過去形は could で、「～することができた」という過去の可能
を表します。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
The masterThe masterThe masterThe master took D took D took D took Dick into his house and ick into his house and ick into his house and ick into his house and gave some food to him.gave some food to him.gave some food to him.gave some food to him.    
◇ tookは takeの過去形、gaveは giveの過去形です。 
◇ intoは「～の中に」という前置詞で、take ～ into ･･･で「～を･･･の中に連れて入る」となりま
す。 

Dick answered, Dick answered, Dick answered, Dick answered, ““““Yes, I can do any kind of small jobs.Yes, I can do any kind of small jobs.Yes, I can do any kind of small jobs.Yes, I can do any kind of small jobs.””””    
◇ このように「～とディックは答えました」の部分を前につけることもできます。 
◇ 肯定文での anyは「どんな～でも」の意味で、any kind of small jobsは「小さな仕事ならばどん
な種類でも」という意味になります。 

HeHeHeHe had a little room of his own had a little room of his own had a little room of his own had a little room of his own, but he had one problem., but he had one problem., but he had one problem., but he had one problem.    
◇ ～ of his ownで「彼自身の～」という意味です。 
Rats came out of the holesRats came out of the holesRats came out of the holesRats came out of the holes every night every night every night every night, and Dick could not sleep well, and Dick could not sleep well, and Dick could not sleep well, and Dick could not sleep well....    
◇ come out of ～で「～から出てくる」となります。 
So he bought So he bought So he bought So he bought a cat and kept it in his room.a cat and kept it in his room.a cat and kept it in his room.a cat and kept it in his room.    
◇ boughtは buy（買う）の過去形、keptは「飼う」という意味の動詞 keepの過去形です。 
The cat caught many cats, so Dick could sleep well.The cat caught many cats, so Dick could sleep well.The cat caught many cats, so Dick could sleep well.The cat caught many cats, so Dick could sleep well.    
◇ caughtは「捕まえる」という意味の動詞 catchの過去形です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(14)  (14)  (14)  (14)  !@(!@(!@(!@(とととと!C(!C(!C(!C(のちがいのちがいのちがいのちがい    
日本語にはCの音がないので、very.!C2&4*(が berry.!@2&4*(にならないよう気をつける必要があります。.
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he did.   (2) He bought a cat. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I could get to London. 
    (2) She could not work hard. 
    (3) He could not come to the party. 
    (4) The rats could not run away from the cat. 
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Unit 23-C  The captain was going to sell them in Africa. 
    
 
Dick loved the cat. 
He gave half of his food to the cat. 
One day the master of the house called everyone together. 
One of his ships was going to leave for North Africa. 
Everyone gave things to the captain. 
The captain was going to sell them in Africa. 
Dick didn’t give anything to him. 
“Do you have anything for him, Dick?” the master said. 
“No, I don’t. I’m very poor,” Dick answered. 
Then the master’s daughter Alice said, “Give your cat to the 
captain.” 
Everyone laughed. 
 
 
Words & Phrases    
ship ship ship ship !:*E(        名    船                captain captain captain captain !=,&E/#5(        名    船長    
Africa Africa Africa Africa !,&?4*=#(        名    アフリカ            laugh laugh laugh laugh !$,?(        動    笑う    
thing thing thing thing !D*8(        名    物    
    
Questions 
(1) Where was the captain going to sell things? 
(2) What did Alice say to Dick? 
 
Practice    
１．例にならって「～するつもりでした」という過去の時点での予定を表す文を作りなさい。 
（例）One of his ships left for Africa. ⇒ One of his ships was going to leave for Africa. 
(1) They sat down.   (2) I took off my sweater. 
(3) The master gave some food to the boy.   (4) She had bread for breakfast. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）One of his ships was going to leave for North Africa. 
(1) 彼の友達のひとりがアジアに出発しようとしていました。 (friends, *Asia) 
(2) 彼の同級生のひとりがヨーロッパに出発しようとしていました。 (classmates, *Europe) 
(3) 彼の教え子のひとりが南米に出発しようとしていました。 (students, South America) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Dick didn’t give anything to him. 
(1) ディックは彼に何も言いませんでした。(say, to) 
(2) ディックは彼に何も貸しませんでした。(*lend, to) 
(3) ディックは彼から何も借りませんでした。(*borrow, from) 
 
４．!5(と!8(のちがいに注意して言いなさい。 
  sin !3*5( thin !D*5(  ton !/A5(  ran !4,5( 
  sing !3*8( thing !D*8( tongue !/A8( rang !4,8( 
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Unit 23-C  ディックディックディックディックがががが猫猫猫猫をををを船長船長船長船長にににに渡渡渡渡すすすす 
 
 
ディックは猫を愛し、自分の食べ物の半分をやりました。 
ある日、家の主人がみんなを一同に集めました。 
彼の船の一せきが北アフリカに向かって出発しようとしていました。 
みんなは船長に物を渡しました。船長はそれらをアフリカで売ろうとしていたのです。 
ディックは彼に何も渡しませんでした。 
「ディック、お前は何か船長に渡すものはあるか？」と主人が言いました。 
「いいえ。私はとても貧しいですから」とディックは答えました。 
すると、主人の娘のアリスが「猫を船長にあげなさいよ」と言いました。 
みんなは笑いました。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(12)  be going to(12)  be going to(12)  be going to(12)  be going toのののの過去形過去形過去形過去形    
The captain was going towas going towas going towas going to sell them in Africa.  船長はそれらをアフリカで売るつもりでした。 
be going to ～（～するつもりである）の be動詞を過去形にすることで、「～するつもりだった」と
いう過去における意志を表すことができます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
He gave half of his food to the cat.He gave half of his food to the cat.He gave half of his food to the cat.He gave half of his food to the cat.    
◇ half of his foodで「彼の食料の半分」という意味になります。 
One day the master of the house called everyone together.One day the master of the house called everyone together.One day the master of the house called everyone together.One day the master of the house called everyone together.    
◇ call everyone togetherで「全員を一同に呼ぶ」という意味になります。 
One of his ships was going to leave for North Africa.One of his ships was going to leave for North Africa.One of his ships was going to leave for North Africa.One of his ships was going to leave for North Africa.    
◇ one of ～は「～のうちのひとつ」という意味で、直後に来る名詞（ships）は複数形になります。
ただし、主語全体（one of his ships）は単数であり、動詞は wereではなく wasになることに注
意してください。 

Dick didnDick didnDick didnDick didn’’’’t give anything to him.t give anything to him.t give anything to him.t give anything to him.    
◇ not ～ anythingで「何も～ない」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(15)  (15)  (15)  (15)  !5(!5(!5(!5(とととと!8(!8(!8(!8(のののの発音発音発音発音    
!5(は舌の先を上の歯ぐきにつけて鼻から声を出す音です。everyoneのように nで終わる単語の場合
は、日本語の「ン」ではなく「ヌ」と言うつもりで舌の先を歯ぐきにしっかりつけます。!8(は舌の後
方を上あごの奥につけて鼻から声を出して発音します。 
進行形で使う動詞の ing形は、動詞に!*8(をつけて発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) He was going to sell them in Africa.    
(2) She said, “Give your cat to the captain.” 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) They were going to sit down.    
    (2) I was going to take off my sweater. 
    (3) The master was going to give some food to the boy. 
    (4) She was going to have bread for breakfast. 
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Unit 23-D  Dick became rich. 
    

 
  

 
Words & Phrases    
went went went went !B25/(        動    ((goの過去形))        honesthonesthonesthonest    !)&5*3/(        形    正直な    
full full full full !?'$(        形    いっぱいの            becamebecamebecamebecame    !@*=2&*+(        動    ((becomeの過去形))    
king king king king !=*8(        名    王様            ririririch ch ch ch !4*/:(        形    金持ちの    
treasuretreasuretreasuretreasure    !/42&H#4(        名    宝物            marry marry marry marry !+,&4*(        動    結婚する    
kindkindkindkind    !=)*5;(        形    親切な   mayormayormayormayor    !+2&*#4(        名    市長    
    
Questions 
(1) Did Dick give his cat to the captain?   (2) What did the king say? 
 
Practice    
１．例にならって、becameを使って「～になりました」という文を作りなさい。 
（例）Dick was rich. ⇒ Dick became rich. 
(1) He was a soccer player.   (2) Alice was Dick’s wife. 
(3) They were happy.   (4) The man was poor. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The country was full of rats. 
(1) 公園はちょうちょでいっぱいでした。 (park, *butterflies) 
(2) 農場は昆虫でいっぱいでした。 (*farm, *insects) 
(3) 森は鳥でいっぱいでした。 (*forest, birds) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He married Alice, the master’s daughter. 
(1) 彼はその医者の娘のアリスと結婚しました。(the *doctor’s daughter) 
(2) 彼はその社長の姪のアリスと結婚しました。(the *president’s *niece) 
(3) 彼はその弁護士の妹のアリスと結婚しました。(the *lawyer’s little sister) 
 
４．!:(と!H(の発音に注意して言いなさい。 
  !:(  she   ship   wash    
  !H(  usually   television   treasure 

 
Dick gave his cat to the captain. 
The ship went to North Africa. 
There weren’t any cats there, so the country was full of rats. 
Dick’s cat caught many rats. 
The king was very happy. 
“I’ll give half of my treasure for that animal,” the king said. 
The captain came back with a lot of treasure in his ship. 
Dick’s master was a very kind and honest man. 
He gave all the treasure to Dick, so Dick became rich. 
Later Dick married Alice, the master’s daughter. 
He became the mayor of London. 
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Unit 23-D  ディックディックディックディックがががが金持金持金持金持ちになるちになるちになるちになる 
 
 
ディックは猫を船長に渡しました。船は北アフリカに行きました。 
そこには猫が一匹がいなかったので、国はネズミでいっぱいでした。 
ディックの猫はたくさんのネズミをつかまえました。王様はとても幸せでした。 
「あの動物に、私の宝の半分を出そう」と王様は言いました。 
船長は、船にたくさんの宝物を積んで帰りました。ディックの主人はとても親切で正直な人でした。 
彼は宝物を全部ディックに渡し、ディックはお金持ちになりました。 
その後、ディックは主人の娘アリスと結婚しました。彼はロンドンの市長になりました。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        動詞動詞動詞動詞とととと文型文型文型文型(1)  (1)  (1)  (1)  主語主語主語主語＋＋＋＋動詞動詞動詞動詞＋＋＋＋補語補語補語補語（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）のののの構文構文構文構文（（（（状態状態状態状態のののの変化変化変化変化をををを表表表表すすすす場合場合場合場合））））    
Dick becamebecamebecamebecame rich.  ディックは金持ちになりました。 
becomeは「～になる」という意味で、後に形容詞や名詞が来ます。 
Dick became rich.  ディックは金持ちになりました。（Dick＝rich） 
Dick became the mayor.  ディックは市長になりました。（Dick＝the mayor） 
上の文の rich、the mayorを文法的には補語といい、主語と同じものを指すという特徴があります。 
これに対して、I play tennis.などの文では、I＝tennisは成り立ちません。この文の場合に、tennis
は補語ではなく目的語といいます。 
すでに学習した動詞の中で becomeのように主語＋動詞＋補語の文型で使うものは、be動詞のみです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
The ship went to North Africa.The ship went to North Africa.The ship went to North Africa.The ship went to North Africa.    
◇ wentは goの過去形で、まったく別の形に不規則変化をする不規則動詞です。 
There werenThere werenThere werenThere weren’’’’t any cats there, so the country was full of rats.t any cats there, so the country was full of rats.t any cats there, so the country was full of rats.t any cats there, so the country was full of rats.    
◇ there weren’t any catsで「猫が一匹もいなかった」という意味になります。 
◇ be full of ～は「～でいっぱいの」という意味です。 
IIII’’’’ll give halll give halll give halll give half of my treasure for that animal.f of my treasure for that animal.f of my treasure for that animal.f of my treasure for that animal.    
◇ for that animalは「あの動物（Dickの猫）と引きかえに」という意味で、全体で「私の財宝の半
分を出してあの動物を買い取ろう」という意味を表しています。 

DickDickDickDick’’’’s master was a very kind and honest man.s master was a very kind and honest man.s master was a very kind and honest man.s master was a very kind and honest man.    
◇ kindは「種類」という名詞のほかに「親切な」という形容詞になります。 
Later Dick married Alice, the masterLater Dick married Alice, the masterLater Dick married Alice, the masterLater Dick married Alice, the master’’’’s daughter..s daughter..s daughter..s daughter..    
◇ marryは「～と結婚する」という他動詞（前置詞なしで目的語をとる動詞）です。つまり「～と」
という意味が動詞に含まれているので、withなどの前置詞を入れると誤りで、marry Aliceで「ア
リスと結婚する」となります。 

◇ Alice, the master’s daughterで「主人の娘であるアリス」という意味になります。このように、
コンマの前後が同じ事物を表す使い方がよくなされます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(16)  (16)  (16)  (16)  !:(!:(!:(!:(とととと!H(!H(!H(!H(のののの発音発音発音発音    
!:(はくちびるを丸く突き出し、舌の先を上の歯ぐきに近づけ、そのすき間から日本語の「シュ」のよ
うに息を強く出して発音します。!H(は!:(の有声音で、treasureや television、usuallyなど、習った
単語では少数です。!;H(との区別が困難です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he did.   (2) He said, “I’ll give half of my treasure for that animal.” 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) He became a soccer player.   (2) Alice became Dick’s wife. 
    (3) They became happy.   (4) The man became poor. 
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Unit 23-E  Exercises (23) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) He can not run fast.  （過去形に） 
(2) You slept well last night.  （Yes／Noで答える疑問文に） 
(3) He got up early this morning.  （否定文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内の動詞を過去形に直しなさい。 
(1) We (go) to her house. 
(2) He (has) three children. 
(3) She (buys) cakes at the store. 
 
【３】（語句・多義語）次のかっこ内に共通の単語を入れなさい。 
(1) I (          ) home at eleven this morning. 
   You can see a mountain on your (          ). 
(2) The boy was very (          ). He helped me a lot. 
   What (          ) of music do you like? 
(3) (          ) day he got some money from his master. 
   There are two books on the table. The black (          ) is mine. 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) This room is (          )(          ) books. 
  この部屋は本でいっぱいです。 
(2) He (          )(          ) of the room with a woman. 
  彼は女性といっしょにその部屋から出てきました。 
(3) The man (          ) me (          ) the room. 
  その男性は私を部屋に連れて入りました。 
 
【５】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
The master of the house called everyone together. 
(1)(                    ) was going to leave for North Africa. 
Everyone gave things to the captain. Dick (2)(anything / did / give / him / not / to). 
“Do you have anything for him, Dick?” the master said. 
“No, I don’t. I’m very (3)poor,” Dick answered. 
(1)「彼の船のうちのひとつ」という意味になるように、空所に４語を入れなさい。 
(2) かっこ内の語句を並べ替えて「ディックは彼に何も渡しませんでした」という意味の文を作
りなさい。 

(3) 下線部の反対語を答えなさい。 
 
【６】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) I can do any kind of job. 
(2) She had a house of her own. 
(3) He was going to leave for Africa. 
 
【７】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私と結婚してくれますか？ 
(2) その後、その王様は幸せになりました。 
(3) 私はあなたに私の財宝の半分をあげましょう。 
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【８】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) say       (2) hole      (3) laugh 
   said         bought       caught 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) There were a (          )(          ) holes in the walls. 
(2) Can you (          )(          )? 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Misaki: I’m reading a book about origami. Do you know origami? 
Helen:  Yes, I *made *paper flowers and paper ships last week.  
        It was not easy for me, but I enjoyed it. 
Misaki: Can you make a paper *crane? 
Helen:  No, I can’t. 
Misaki: We sometimes make one thousand small paper cranes.  
        A crane lives for one thousand years, so one thousand paper cranes bring *good 

luck. 
Helen.  Does a crane really live for one thousand years? 
Misaki: No, it doesn’t. It’s an old *legend. We often make paper cranes for *sick people. 
（注）made makeの過去形   paper 紙   crane 鶴   good luck 幸運   legend 伝説 
      sick 病気の 
 
QUESTIONS 
(1) What kind of book is Misaki reading?   (2) Did Helen make paper ships last week? 
(3) Can Helen make a paper crane?   (4) What do one thousand paper cranes bring? 
(5) Does a crane live for one thousand years? 
 
 
■A Was An Apple Pie 
 
  以下は、マザー・グースの歌のひとつである A Was an Apple Pieです。空所に、それぞれのアル
ファベットで始まる動詞の過去形を入れてみましょう。 
 
  A was an apple-pie;  Ａはアップルパイ。      B bit it,        Ｂがかじって 
  C cut it,    Ｃが切って                       D dealt it,    Ｄが分けて 
  E enjoyed it,    Ｅが味わって                 F fought for it,    Ｆがけんかして 
  G (          ) it,    Ｇが手に入れて           H (         ) it,    Ｈが持って 
  I inspected it,    Ｉが調べて                  J jumped for it,    Ｊが飛びついて 
  K kept it,    Ｋがとっておいて                L longed for it,    Ｌが欲しがり 
  M mourned for it,    Ｍが嘆いて              N nodded at it,    Ｎがうなずき 
  O (          ) it,    Ｏが開いて               P peeped in it,    Ｐが覗き込んで 
  Q quartered it,    Ｑが 4つに分け             R ran for it,    Ｒが走って 
  S (          ) on it,    Ｓが上に座って         T (          ) it,    Ｔが取って 
  U upset it,    Ｕがひっくり返して             V viewed it,    Ｖが眺めて 
  W (          ) it,    Ｗがほしがり             X, Y, Z, and ampersand    Ｘ Ｙ Ｚと＆ 
  All wished for a piece in hand.   みんなひときれ欲しがった。 
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Unit 24  Our School Nurse 
 
Unit 24-A  You look pale. 
    
 
U:  You look pale. What’s the matter? 
F:  I have a headache. 
U:  You caught a cold. 
    You don’t have a fever, but you must be careful. 
    Lots of students have a cold at this time of year. 
    Yesterday, sixty students were absent from school. 
F:  Do I have to see a doctor? 
U:  No, I don’t think so. 
    Take this medicine and go to bed early. 
    Then you will get well soon. 
 
 
Words & Phrases    
pale pale pale pale !E2*$(        形    顔色が悪い            absent absent absent absent !,&@3#5/(        形    欠席の    
matter matter matter matter !+,&/#4(        名    問題            doctor doctor doctor doctor !;)&=/#4(        名    医者    
headache headache headache headache !"2&;2>*=(        名    頭痛            medicine medicine medicine medicine !+2&;#3#5(        名    薬    
feverfeverfeverfever    !?70C#4(        名    熱            soonsoonsoonsoon    !3'05(        副    まもなく    
    
Questions（Ｕのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Does Fred have a fever?   (2) Does Fred have to see a doctor? 
 
Practice    
１．例にならって「～に見えます」という文を作りなさい。 
（例）You’re pale. ⇒ You look pale. 
(1) You’re sleepy.   (2) He’s thirsty.   (3) She’s nice.   (4) They’re happy. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I have a headache. 
(1) 私は胃が痛いです。(*stomachache)   (2) 私は歯が痛いです。(*toothache) 
(3) 私は背中が痛いです。(*backache) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Lots of students have a cold at this time of year. 
(1) 多くの生徒が一年のこの時期に海に行きます。(go to *beaches) 
(2) 多くの生徒が一年のこの時期に試験を受けます。(take *exams) 
(3) 多くの生徒が一年のこの時期に山に登ります。(*climb mountains) 
 
４．!3(と!D(のちがいに注意して言いなさい。 
  sink !3*8=( mouse !+)'3( sank !3,8=( pass !E,3( 
  think !D*8=( mouth !+)'D( thank !D,8=( path !E,D( 

U: 上田先生   
F: フレッド 
顔色の悪いフレッドが保
健室に入って来ました。 
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Unit 24  保健室保健室保健室保健室のののの先生先生先生先生 
 
Unit 24-A  風邪風邪風邪風邪をひくをひくをひくをひく 
 

U: 上田先生  F: フレッド 
U: 顔色が悪いわ。どうしたの？ 
F: 頭痛がするんです。 
U: 風邪をひいたわね。熱はないけど、気をつけなければいけないよ。 
   一年のこの時期は、多くの生徒が風邪をひいているわ。昨日は 60 人の生徒が学校を休んだのよ。 
F: 医者に見てもらわないといけませんか？ 
U: その必要はないと思うわ。この薬を飲んで、早めに寝なさい。そうすればすぐに元気になるわ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        動詞動詞動詞動詞とととと文型文型文型文型(2)  (2)  (2)  (2)  主語主語主語主語＋＋＋＋動詞動詞動詞動詞＋＋＋＋補語補語補語補語（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）（ＳＶＣ）のののの構文構文構文構文（（（（外見外見外見外見・・・・知覚知覚知覚知覚をををを表表表表すすすす場合場合場合場合））））    
You look look look look pale.  あなたは顔色が悪く見えます。 
「～に見える」という意味で使われる lookの用法を学びます。becomeを使った文と同様に、主語＋
動詞＋補語の文を作る動詞です（You＝paleが成り立つ）。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
WhatWhatWhatWhat’’’’s the matter?s the matter?s the matter?s the matter?    
◇ matterは「問題」という意味で、全体で「どうしたの？」と心配してたずねるときの表現です。 
I haI haI haI have a headache.ve a headache.ve a headache.ve a headache.    
◇ headacheは「頭痛」という意味で、「頭が痛い」は have a headacheといいます。 
You caught a cold.You caught a cold.You caught a cold.You caught a cold.    
◇ coldは「風邪」という名詞です。catch a coldで「風邪をひく」になります。 
LotLotLotLots of students have a cold at this time of year.s of students have a cold at this time of year.s of students have a cold at this time of year.s of students have a cold at this time of year.....    
◇ have a coldは「風邪にかかっている」という意味です。 
◇ 「１年の今頃には」と言うには、at this time of yearとします。 
Yesterday, sixty students were absent from school.Yesterday, sixty students were absent from school.Yesterday, sixty students were absent from school.Yesterday, sixty students were absent from school.    
◇ be absent from ～で「～を欠席する」となります。 
Do I have to see a doctor?Do I have to see a doctor?Do I have to see a doctor?Do I have to see a doctor?    
◇ この場合の seeは「（医者など）に診てもらう」という意味で使われています。 
No, I donNo, I donNo, I donNo, I don’’’’t think so.t think so.t think so.t think so.    
◇ 相手の言ったことに対して「そうは思わない」とやわらかく否定する表現です。 
Take this medicine and go to bed early.Take this medicine and go to bed early.Take this medicine and go to bed early.Take this medicine and go to bed early.    
◇ 「薬を飲む」というときは、動詞には drinkではなく takeを使います。 
Then you will get well soon.Then you will get well soon.Then you will get well soon.Then you will get well soon.    
◇ getは becomeと同じく「～になる」という意味で、主語＋動詞＋補語（ＳＶＣ）の構文です。 
◇ wellは、ここでは「元気な」という意味の形容詞です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(17)  (17)  (17)  (17)  !3(!3(!3(!3(とととと!D(!D(!D(!D(のちがいのちがいのちがいのちがい    
thinkの thの部分は日本語にない発音であるため、sinkとなってしまいがちなので注意が必要です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, he doesn’t.   (2) No, he doesn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You look sleepy.   (2) He looks thirsty. 
    (3) She looks nice.   (4) They look happy. 
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Unit 24-B  Why did you run to school? 
    
 
U:  What’s the matter with you? 
G:  Well, I have a stomachache. 
U:  Really? When did your stomachache begin? 
G:  It began just a few minutes ago. 
U:  Did you do anything special this morning? 
G:  Yes, I ran to school this morning. 
U:  Why did you run to school? 
G:  Because I woke up late this morning. 
U:  Did you have breakfast? 
G:  Yes, I ate a lot for breakfast. 
U:  No wonder you have a stomachache. 
    You should rest here for a few minutes. 
 
 
Words & Phrases    
stomachache stomachache stomachache stomachache !3/A&+#=2>*=(        名    腹痛        because because because because !@*=6&0F(        接    なぜならば    
began began began began !@*9,&5(        動    ((beginの過去形))        woke woke woke woke !B%'=(        動    ((wakeの過去形))    
just just just just !;HA3/(        副    ちょうど            ate ate ate ate !2*/(        動    ((eatの過去形))    
ago ago ago ago !#9%&'(        副    ～前に            wonderwonderwonderwonder    !BA&5;#4(        名    不思議    
ranranranran    !4,5(        動    ((runの過去形))        restrestrestrest    !423/(        動    休む 
whywhywhywhy    !"B)*(        副    なぜ    
    
Questions（Ｇのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Why did you run to school this morning?   (2) Did you have breakfast this morning? 
 
Practice    
１．例にならって「なぜ～ですか？」という理由をたずねる文を作りなさい。 
（例）You ran to school. ⇒ Why did you run to school? 
(1) You were absent from school today.   (2) They are hungry.    
(3) You got off the train at Yokohama.   (4) She comes home early every day. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Did you do anything special? 
(1) 何か特別なことを言いましたか？ (say)   (2) 何か特別なことを書きましたか？ (write) 
(3) 何か特別なものを見つけましたか？ (find) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）No wonder you have a stomachache. 
(1) あなたが顔色が悪いのも無理はありません。(you look pale) 
(2) あなたが空腹なのも無理はありません。(you’re hungry) 
(3) あなたが眠いのも無理はありません。(you’re sleepy) 
 
４．!?(と!"(のちがいに注意して言いなさい。 
  few !?1'0( fair !?I#4(  feel !?*0$(.  force !?6043( 
  hew !"1'0( hair !"I#4( heel !"*0$(  horse !"6043( 

U: 上田先生   
G: ジョージ 
おなかを痛くしたジョー
ジが保健室に入って来ま
した。 
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Unit 24-B  おなかがおなかがおなかがおなかが痛痛痛痛いいいい 
 

U: 上田先生  G: ジョージ 
U: どうしたの？ 
G: えーと、おなかが痛いんです。 
U: 本当？ 腹痛はいつ始まったの？ 
G: ほんの数分前に始まりました。 
U: 今朝は何か特別なことをした？ 
G: はい、今朝は学校まで走ってきました。 
U: どうして学校まで走ったの？ 
G: 今朝は遅く起きたからです。 
U: 朝食は食べたの？ 
G: はい、朝食はたくさん食べました。 
U: おなかが痛いのも無理ないわ。数分間ここで休むべきよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(23)  (23)  (23)  (23)  理由理由理由理由をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whywhywhywhy    
WhyWhyWhyWhy did you run to school?  あなたはなぜ学校まで走ったのですか？ 
「なぜ～？」と理由をたずねる疑問詞は whyです。これに対する答えは、「なぜならば」という意味
の becauseで始めます。 
Why did you run to school? ---- Because I woke up late this morning. 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
WhatWhatWhatWhat’’’’s the matter with you?s the matter with you?s the matter with you?s the matter with you?    
◇ What’s the matter?と同じく「どうしたの？」と心配してたずねるときの表現です。 
I have a stomachache.I have a stomachache.I have a stomachache.I have a stomachache.    
◇ stomachacheは「腹痛」という意味で、「おなかが痛い」は have a stomachacheといいます。 
Did you do anything special this morning?Did you do anything special this morning?Did you do anything special this morning?Did you do anything special this morning?    
◇ anything specialは「特別な何か」という意味です。anythingに形容詞をつけるときは、special 

anythingのように前ではなく、anything specialのように後につけます。 
Because I woke up late this morning.Because I woke up late this morning.Because I woke up late this morning.Because I woke up late this morning.    
◇ lateは「遅く」という意味の副詞として使われています。 
No wonder you have a stomachache.No wonder you have a stomachache.No wonder you have a stomachache.No wonder you have a stomachache.    
◇ no wonderは「不思議がまったくない」という意味で、No wonderの後に文を続けると「～なの
も無理はない」という意味になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(18)  (18)  (18)  (18)  !?(!?(!?(!?(とととと!"(!"(!"(!"(のちがいのちがいのちがいのちがい    
!?(と!"(の区別はさほど難しくありませんが、後に!'(や!1'(が続くと日本人には難しくなります。few 
!?1'0(は hew !"1'0(にならないように注意が必要です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Because I woke up late.   (2) Yes, I did. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Why were you absent from school today?   (2) Why are they hungry? 
    (3) Why did you get off the train at Yokohama? 
    (4) Why does she come home early every day? 
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Unit 24-C  You should go to a dentist right away. 
    
 
U:  You have really beautiful teeth, Paul. 
P:  Thank you. Most Americans have good teeth. 
    How about you, Takuya? 
T:  I have a terrible toothache. 
U:  Can I see your teeth? 
    Oh, you have one bad tooth. 
    You should go to a dentist right away. 
T:  All right. I’ll see a dentist this afternoon. 
P:  How often do you brush your teeth? 
T:  I brush my teeth only once a day. 
P:  That’s bad. 
    You should brush your teeth three times a day. 
 
 
Words & Phrases    
teeth teeth teeth teeth !/*0D(        名    ((toothの複数形))        ttttoothoothoothooth    !/'0D(        名    歯        
terrible terrible terrible terrible !/2&4#@$(        形    ひどい   should should should should !:';-.:#;(        助    ～すべきである    
toothache toothache toothache toothache !/'&D2>*=(        名    歯痛            dentist dentist dentist dentist !;2&5/*3/(        名    歯科医    
brushbrushbrushbrush    !@4A:(        動    （ブラシで）磨く        right away  right away  right away  right away  すぐに    
    
Questions（Ｔのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you have a toothache?    
(2) Do you brush your teeth three times a day? 
 
Practice    
１．例にならって「あなたはただちに～すべきです」という文を作りなさい。 
（例）go to a dentist ⇒ You should go to a dentist right away. 
(1) see a doctor   (2) take this medicine   (3) go home   (4) rest 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Can I see your teeth? 
(1) あなたのおなかを見てもいいですか？ (stomach) 
(2) あなたの首を見てもいいですか？ (*neck) 
(3) あなたの脚を見てもいいですか？ (leg) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You should brush your teeth three times a day. 
(1) あなたは１日に３回薬を飲むべきです。(take medicine, three) 
(2) あなたは１日に 10 回手を洗うべきです。(wash your hands, ten) 
(3) あなたは１日に５回うがいをすべきです。(*gargle, five) 
 
４．!3(と!:(のちがいに注意して言いなさい。 
  see !3*0(. seat !3*0/(  sin !3*5(.  sip !3*E( 
  she !:*0( sheet !:*0/( shin !:*5(  ship !:*E( 

U: 上田先生  P: ポール 
T: 拓也 
ポールと拓也が保健室で
上田先生と話していま
す。 
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Unit 24-C  虫歯虫歯虫歯虫歯がひどいがひどいがひどいがひどい 
 

U: 上田先生  P: ポール  T: 拓也 
U: ポール、あなたは本当に美しい歯ね。 
P: ありがとうございます。アメリカ人はたいてい、いい歯をしていますよ。 
   拓也、君はどう？ 
T: 僕はひどく歯が痛むんだ。 
U: 歯を見せてもらえる？ あら、悪い歯が一本あるわ。すぐに歯医者に行くべきよ。 
T: わかりました。今日の午後に歯医者に見てもらいます。 
P: 歯はどのくらい磨いているの？ 
T: １日に１回だけ磨くよ。 
P: それは良くないな。歯は 1日に３回磨くべきだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(19)  (19)  (19)  (19)  義務義務義務義務・・・・必要必要必要必要をををを表表表表すすすす助動詞助動詞助動詞助動詞 shouldshouldshouldshould    
You shouldshouldshouldshould go to a dentist right away.  あなたはすぐに歯医者に行くべきです。 
shouldは shallの過去形ですが、「～すべきである」という意味を表す助動詞として使います。 
You must go to a dentist.  あなたは歯医者に行かなければなりません。 
You should go to a dentist.  あなたは歯医者に行くべきです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
You have really beautiful teeth, Paul.You have really beautiful teeth, Paul.You have really beautiful teeth, Paul.You have really beautiful teeth, Paul.    
◇ teethは tooth（歯）の複数形で、不規則な変化をしています。 
Most Americans have good teMost Americans have good teMost Americans have good teMost Americans have good teeth.eth.eth.eth.    
◇ Americanは「アメリカ人」という名詞としての使い方があります。 
I have a terrible toothache.I have a terrible toothache.I have a terrible toothache.I have a terrible toothache.    
◇ toothacheは「歯痛」という意味で、「歯が痛い」は have a toothacheといいます。 
◇ acheで終わる単語をまとめておきましょう。 
   headache（頭痛）＝head（頭）＋ache（痛み） 
   stomachache（胃痛）＝stomach（胃）＋ache（痛み） 
   toothache（歯痛）＝tooth（歯）＋ache（痛み） 
You should go to a dentist right away.You should go to a dentist right away.You should go to a dentist right away.You should go to a dentist right away.    
◇ right awayは「ただちに」という意味を表す熟語です。 
How often do you brush your teeth?How often do you brush your teeth?How often do you brush your teeth?How often do you brush your teeth?    
◇ ここでの How often ～は、歯を磨く頻度（１日何回か）を聞いています。 
You should brush your teeth tYou should brush your teeth tYou should brush your teeth tYou should brush your teeth threehreehreehree times a day. times a day. times a day. times a day.    
◇ timeは「回」を表します。three times a dayで「１日に３回」となります。ただし「１回」は

once、「２回」は twiceを使うことが多いです。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(19)  (19)  (19)  (19)  !3(!3(!3(!3(とととと!:(!:(!:(!:(のちがいのちがいのちがいのちがい    
日本語には「スィ」という音がないので、特に!*(や!*0(が続くときの区別が大切です。「スィ」に近い
see !3*0(と「シ」に近い she !:*0(の区別に注意して発音してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) No, I don’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You should see a doctor right away.   (2) You should take this medicine right away. 
    (3) You should go home right away.   (4) You should rest right away. 
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Unit 24-D  I was cutting a potato. 
    
 
H:  Ms. Ueda, I cut my finger. 
    Will you put a bandage on it? 
U:  What happened to your finger? 
    Did you break a window or something? 
H:  Oh, no. I cut it with a kitchen knife. 
U:  What were you doing with a kitchen knife? 
H:  I was cutting a potato. 
U:  Were you cooking at school? 
H:  Yes, we were making curry and rice. 
 
 
Words & Phrases    
cut cut cut cut !=A/(        動    切る                something something something something !3A&+D*8(        代    何か    
finger finger finger finger !?789#4(        名    指            knife knife knife knife !5)*?(        名    ナイフ    
bandage bandage bandage bandage !@,&5;*;H(        名    包帯            potatopotatopotatopotato    !E#/2&*/%'(        名    じゃがいも    
happenhappenhappenhappen    !",&E#5(        動    起こる            cookcookcookcook    !='=(        動    料理する    
breakbreakbreakbreak    !@42*=(        動    こわす            currycurrycurrycurry    !=#&04*(        名    カレー    
windowwindowwindowwindow    !B75;%'(        名    窓            
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Did you cut your finger with a kitchen knife? 
(2) What did you cook? 
 
Practice    
１．例にならって「～していました」という過去進行形の文を作りなさい。 
（例）I cut a potato. ⇒ I was cutting a potato.  
(1) She ate biscuits.   (2) They didn’t walk around the shrines. 
(3) I took a bath.   (4) He ran in the park. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What happened to your finger? 
(1) あなたの脚に何が起きたのですか？ (leg) 
(2) あなたの肩に何が起きたのですか？ (*shoulder) 
(3) あなたの顔に何が起きたのですか？ (*face) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What were you doing with a kitchen knife? 
(1) 網を使って何をしていたのですか？ (a *net) 
(2) ひもを使って何をしていたのですか？ (a *string) 
(3) リボンを使って何をしていたのですか？ (a ribbon) 
 
４．!$(と!4(のちがいに注意して言いなさい。 
  light !$)*/( long !$608( load !$%';(. collect !=#$2&=/( 
  right !4)*/( wrong !4608( road !4%';( correct !=#42&=/( 

H: ヘレン  U: 上田先生 
ヘレンが指を押さえなが
ら保健室に来ました。 
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Unit 24-D  指指指指ののののけがけがけがけが 
 

H: ヘレン  U: 上田先生 
H: 上田先生、指を切りました。包帯を巻いてもらえますか？ 
U: 指をどうしたの？ 窓か何かを割ったの？ 
H: いいえ、ちがいますよ。包丁で切ったんです。 
U: 包丁で何をしていたの？ 
H: じゃがいもを切っていたんです。 
U: 学校で料理をしていたの？ 
H: はい、私たちはカレーライスを作っていたんです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        時制時制時制時制(13)  (13)  (13)  (13)  過去進行形過去進行形過去進行形過去進行形    
I was cuttingwas cuttingwas cuttingwas cutting a potato.  私はじゃがいもを切っていました。 
「～していました」という過去進行形の文を学習します。過去進行形の文を作るには、「be動詞の過
去形（wasまたは were）＋動詞の ing形」にします。 
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Ms. Ueda, I cut my finger.Ms. Ueda, I cut my finger.Ms. Ueda, I cut my finger.Ms. Ueda, I cut my finger.    
◇ cutは「切る」という意味の動詞で「切った」という過去形も cutです。このように原形と過去形
が同じ動詞は、前後関係から現在と過去のどちらであるかを判断します。この文の場合は「指を切
る」では不自然なので、「指を切った」という過去形です。なお、もしも主語が３人称単数であれ
ば、現在形は cutsになるので簡単に見分けがつきます。 

What happened to your finger?What happened to your finger?What happened to your finger?What happened to your finger?    
◇ happenは「起こる」という意味で、What happened?は「何が起こったの？」つまり「どうした
の？」に近い意味になります。「～に（対して）起こる」は happen to ～とします。 

Did you break Did you break Did you break Did you break a a a a window or something?window or something?window or something?window or something?    
◇ something は「何か」という意味で、疑問文で使う場合には anything とのニュアンスのちがい
に注意してください。anythingを使うと「何かひとつでも」という意味が出ます。 

IIII cut it with a kitchen knife. cut it with a kitchen knife. cut it with a kitchen knife. cut it with a kitchen knife.    
◇ kitchen knifeは「台所のナイフ」つまり「包丁」のことです。 
What were you doing with a kitchen knife?What were you doing with a kitchen knife?What were you doing with a kitchen knife?What were you doing with a kitchen knife?    
◇ withは「～を使って」という意味です。「包丁を使って何をしていたのですか？」となります。 
Were you cooking at school?Were you cooking at school?Were you cooking at school?Were you cooking at school?    
◇ cookは「料理する」という動詞で、特に熱を使った料理を作るときに使います。 
Yes, we werYes, we werYes, we werYes, we were making curry and rice.e making curry and rice.e making curry and rice.e making curry and rice.    
◇ 「カレーライス」は英語で curry and riceと言います。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        子音子音子音子音のののの発音発音発音発音(20)  (20)  (20)  (20)  !$(!$(!$(!$(とととと!4(!4(!4(!4(のちがいのちがいのちがいのちがい    
lightと rightのように lと rを間違えると別の単語になるものが多いので要注意です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I did.   (2) I [We] cooked curry and rice. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) She was eating biscuits.   (2) They weren’t walking around the temples. 
    (3) I was taking a bath.   (4) He was running in the park. 
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Unit 24-E  Exercises (24) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) He ran to school.  （過去進行形に） 
(2) I didn’t make curry and rice. （過去進行形に） 
(3) You hurry up.  （shouldを使った提案の文に） 
 
【２】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) (          ) this medicine and come again tomorrow. 
(2) I (          ) a cold now. 
(3) Do I have to (          ) a dentist this afternoon? 
  drink   go   have   see   take 
 
【３】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) finger : fingers = tooth : (          ) 
(2) run : ran = cut : (          ) 
(3) no : know = eight : (          ) 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I was (          )(          ) school yesterday. 
  私は昨日学校を欠席しました。 
(2) We have a lot of rain at (          )(          ) of year. 
  一年のこの時期にはたくさんの雨が降ります。 
(3) I have a (          )(          ). 
  私はひどい頭痛がします。 
 
【５】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: What’s the (1)(          ) with you? 
B: Well, I have a stomachache. 
A: (2)(anything / did / do / morning / special / this / you)? 
B: Yes, I ran to school this morning. 
A: Why did you run to school? 
B: (3)(          ) I woke up late this morning. 
(1) 空所にあてはまる単語を答えなさい。 
(2) かっこ内の語句を並べ替えて「あなたは今朝何か特別なことをしましたか？」という意味の
文を作りなさい。 

(3) 空所にあてはまる単語を答えなさい。 
 
【６】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) You will get well soon. 
(2) We should rest once an hour. 
(3) What happened to your bicycle? 
 
【７】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) あなたが顔色が悪く見えるのも無理はありません。 
(2) あなたはただちに帰宅すべきです。 
(3) なぜあなたは１日に３回手を洗うのですか？ 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) beau-ti-ful   (2) some-thing   (3) be-cause 
    1   2  3        1    2         1   2 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1) You (          )(          ) cold. 
(2) It (          )(          ) a few minutes ago. 
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Paul:  Weren’t you at ABC Department Store last Sunday? 
Misaki: Yes, I was. I was *shopping there. 
Paul:  What did you buy? 
Misaki: I bought some chocolates. 
Paul:  Are you going to give the chocolates to anyone? 
Misaki: Yes, I’m going to give them to some of my classmates on *Valentine’s Day. 
Paul:  Some of your classmates? How many classmates do you mean? 
Misaki: About five. Last year I gave *a piece of chocolate to ten of my classmates. 
Paul:  That’s strange. In the United States, we give presents only to our *boyfriends and 

girlfriends. 
Misaki: Really? Do boys give presents on Valentine’s Day? 
       In Japan, boys give presents to girls on White Day. 
Paul:  In the United States, we don’t have White Day. 
 
（注）shop 買い物をする   Valentine’s Day バレンタイン・デー 
      a piece of chocolate １個のチョコレート   boyfriends and girlfriends 恋人 
 
QUESTIONS 
(1) What did Misaki buy last Sunday? 
(2) When is Misaki going to give chocolates to her classmates? 
(3) Did Misaki give chocolates to her classmates last year? 
(4) Do boys give presents to girls on Valentine’s Day in Japan? 
(5) Do boys give presents to girls on Valentine’s Day in the United States? 
 
 
 
■早口ことば 
 
  She sells seashells by the seashore. 
  （彼女は海岸で貝殻を売る。） 
 
  Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 
  （ピーター・パイパーは１ペックの塩漬けとうがらしを選んだ。） 
 



英語の正道 J1 01-001 241

Unit 25  Misaki’s Pen Pal 
 
Unit 25-A  I like drawing pictures. 
    
 

Sat., Jan. 29th.
My name is Takahashi Misaki. 
I’m thirteen years old. 
I’m a first-year student in junior high school. 
I like drawing pictures. 
I like listening to CDs, too. 
My favorite singer is Stevie Wonder. 
I like English very much. 
I always enjoy listening to English conversation programs on 
the radio. 
I want a pen pal from America. 
What subject do you like? 
Please write about your hobbies and your country, too. 
 
 
Words & Phrases    
draw draw draw draw !;460(        動    描く            radio radio radio radio !42&*;*%>'(        名    ラジオ    
CD  CD  CD  CD  名    ＣＤ                pen pen pen pen !E25(        名    ペン    
singer singer singer singer !378#4(        名    歌手            pal pal pal pal !E,$(        名    友達    
conversationconversationconversationconversation    !=)>5C#432&*:#5(        名    会話        subject subject subject subject !3A&@;H*=/(        名    学科    
programprogramprogramprogram    !E4%&'94,+(        名    番組        hobbyhobbyhobbyhobby    !")&@*(        名    趣味            
    
Questions 
(1) How old is Misaki?   (2) What subject does Misaki like? 
 
Practice    
１．例にならって「～することが好きです」という文を作りなさい。 
（例）I draw pictures. ⇒ I like drawing pictures.  
(1) I visit temples.   (2) He sings.   (3) She watches TV.   (4) We read books. 
 
２．例にならって「私は～することを楽しみます」という文を作りなさい。 
（例）I enjoy listening to English conversation programs. 
(1) cook   (2) play the piano   (3) take a bath 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I listen to English conversation programs on the radio. 
(1) 私はラジオで音楽番組を聴きます。(music programs) 
(2) 私はラジオでニュース番組を聴きます。(*news programs) 
(3) 私はラジオでスポーツ番組を聴きます。(sports programs) 
 
４．!5(＋母音の発音に注意して言いなさい。 
  an English teacher.   in an hour   can I   one of them 

 

米国人との文通を希望す
る美咲の自己紹介が現地
の雑誌に載りました。 
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Unit 25  美咲美咲美咲美咲ののののペンフレンドペンフレンドペンフレンドペンフレンド 
 
Unit 25-A  美咲美咲美咲美咲のののの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介 
 
 
１月 29 日土曜日   
私の名前は高橋美咲です。私は 13 歳です。中学１年生です。 
私は絵を描くことが好きです。ＣＤを聴くことも好きです。 
好きな歌手はスティービー・ワンダーです。私は英語が大好きです。 
いつもラジオで英会話番組を聴くことを楽しんでいます。 
私はアメリカのペン・フレンドがほしいです。あなたはどの教科が好きですか？ 
あなたの趣味や国についても書いてください。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        分詞分詞分詞分詞とととと動名詞動名詞動名詞動名詞(1)  (1)  (1)  (1)  動名詞動名詞動名詞動名詞がががが目的語目的語目的語目的語になるになるになるになる場合場合場合場合    
I like drawingdrawingdrawingdrawing pictures.  私は絵を描くことが好きです。 
動詞の ing 形は、進行形を作る用法のほかに、「～すること」という名詞の意味にもなり、これを動
名詞といいます。たとえば動詞 likeの後に来ると「～することが好きである」という意味になります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Sat., Jan. 29th.Sat., Jan. 29th.Sat., Jan. 29th.Sat., Jan. 29th.    
◇ Saturdayは、日付を書き表すときに Sat.と省略することがあります。ピリオドは省略のしるしで
す。他の曜日も Sun.  Mon.  Tue.  Wed.  Thu.  Fri.となります。 

◇ January は、日付を書き表すときに Jan.と省略することがあります。同じように、２月以降も、
Feb.  Mar.  Apr.  May  Jun.  Jul.  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.となります（５月を表す
Mayだけは最初から３文字なので、省略はできません）。 

I always enjoy listening to English conversation programs on the radio.I always enjoy listening to English conversation programs on the radio.I always enjoy listening to English conversation programs on the radio.I always enjoy listening to English conversation programs on the radio.    
◇ listeningは動名詞で、enjoy listening to ～で「～を聴くことを楽しむ」となります。 
◇ English conversation programで「英会話番組」という意味になります。 
◇ on the radioは「ラジオで」という意味です。 
My favorite singer is Stevie Wonder.My favorite singer is Stevie Wonder.My favorite singer is Stevie Wonder.My favorite singer is Stevie Wonder.    
◇ singerは sing（歌う）＋er（～する人）で「歌手」という意味です。 
I want a pen pal from America.I want a pen pal from America.I want a pen pal from America.I want a pen pal from America.    
◇ pen palは「文通友達」です。pen friendともいいます。 
What subject do you like?What subject do you like?What subject do you like?What subject do you like?    
◇ subjectは「教科」という意味です。what subjectで「どんな教科」となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(1)  (1)  (1)  (1)  !5(!5(!5(!5(＋＋＋＋母音母音母音母音    
English conversation programsの初めの部分に注意してください。英語の nは、日本語の「ン」と
ちがい、舌の先を歯ぐきにつけるため、「アンイン」でなく「アニン」に近くなります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She’s thirteen years old.   (2) She likes English. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I like visiting temples.   (2) He likes singing.   (3) She likes watching TV. 
    (4) We like reading books. 
２．(1) I enjoy cooking.   (2) I enjoy playing the piano.   (3) I enjoy taking a bath. 
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Unit 25-B  My hobby is playing the guitar. 
    

 

 
Words & Phrases    
dear dear dear dear !;*#4(        形    親愛なる            sky sky sky sky !3=)*(        名    空    
Washington D.C.Washington D.C.Washington D.C.Washington D.C.    !B)&:*8/#5(        名    ワシントンＤＣbecome become become become !@*=A&+(        動    ～になる    
guitarguitarguitarguitar    !9*/)&04(        名    ギター   scientist scientist scientist scientist !3)&*#5/*3/(        名    科学者    
starstarstarstar    !3/)04(        名    星    futurefuturefuturefuture    !?1'&0/:#4(        名    将来    
    
Questions 
(1) Where does Randy live? 
(2) What subject does Randy like? 
 
Practice    
１．例にならって「私の趣味は～です」という文を作りなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）My hobby is playing the guitar. 
(1) draw pictures    
(2) write poems    
(3) *collect stamps    
(4) watch birds 
（注）collect 集める 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）My hobby is playing the guitar. 
(1) 私の趣味はバイオリンをひくことです。(*violin) 
(2) 私の趣味はオルガンをひくことです。(*organ) 
(3) 私の趣味はフルートを吹くことです。(*flute) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I will become a scientist in the future. 
(1) 私は将来コックになるつもりです。(a *cook) 
(2) 私は将来野球選手になるつもりです。(a baseball player) 
(3) 私は将来パイロットになるつもりです。(a *pilot) 
 
４．!5(と母音にはさまれた!/(の発音に注意して言いなさい。 
  twenty   winter   sentence   dentist 

Wed., Feb. 2nd.
Dear Misaki, 
Hello, my name is Randy Williams. 
I’m a sixteen-year-old American boy. 
I live in Washington D.C. 
My hobby is playing the guitar. 
I also like looking at the stars at night. 
The night sky in the winter is really beautiful. 
I like science very much. 
I will become a scientist in the future. 
 

 
ワシントンに住むランデ
ィーが美咲の紹介文を読
んで返事を出しました。 
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Unit 25-B  ランディーランディーランディーランディーからのからのからのからの返事返事返事返事 
 
 
２月２日水曜日 
美咲様 
こんにちは、僕の名前はランディー・ウイリアムスです。16 歳のアメリカ人少年です。 
ワシントンＤＣに住んでいます。僕の趣味はギターをひくことです。 
夜に星を見ることも好きです。冬の夜空は本当に美しいです。 
僕は理科が大好きです。将来は科学者になるつもりです。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        分詞分詞分詞分詞とととと動名詞動名詞動名詞動名詞(2)  (2)  (2)  (2)  動名詞動名詞動名詞動名詞がががが補語補語補語補語になるになるになるになる場合場合場合場合    
My hobby is playingplayingplayingplaying the guitar.  私の趣味はギターをひくことです。 
be 動詞の後に動名詞が続く文を習います。下のように、現在進行形の文と形式が同じになるので、
内容で判断するしかありません。 
He is playing the guitar.  彼はギターをひいています。（現在進行形） 
His hobby is playing the guitar.  彼の趣味はギターをひくことです。（動名詞） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Dear Misaki,Dear Misaki,Dear Misaki,Dear Misaki,    
◇ dearは「親愛なる」という形容詞ですが、このように手紙の初めに相手の名前をつけて使う言葉
です。 

IIII’’’’m a sixteenm a sixteenm a sixteenm a sixteen----yearyearyearyear----old American boy.old American boy.old American boy.old American boy.    
◇ sixteen-year-oldで「16 歳の」という意味の形容詞になります。このとき yearは複数形にはしま
せん。 

I live in Washington D.C.I live in Washington D.C.I live in Washington D.C.I live in Washington D.C.    
◇ Washington D.C.の D.C.は District of Columbia（コロンビア特別区）の略で、アメリカ合衆国
の首都ワシントンのことを指します。 

My hobby is playing the guitar.My hobby is playing the guitar.My hobby is playing the guitar.My hobby is playing the guitar.    
◇ My hobby is ～.は、自分の趣味について話す言い方です。 
I will become a scientist in the future.I will become a scientist in the future.I will become a scientist in the future.I will become a scientist in the future.    
◇ becomeは、後に名詞が来て「～になる」という意味の動詞です。 
◇ scientistは「科学者」という職業を表す名詞で、science（科学）に istがついた形です。pianist
（ピアニスト）のように、istという語尾が人を表す単語が数多くあります。 

◇ in the futureは「将来は」という意味です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(2)  (2)  (2)  (2)  !5(!5(!5(!5(＋＋＋＋!/(!/(!/(!/(    
twentyが「トゥウェニー」に聞こえるように、!5(と母音にはさまれた!/(は!5(に近い音に発音される
ことがあります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) He lives in Washington D.C.   (2) He likes science. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) My hobby is drawing pictures. 
    (2) My hobby is writing poems. 
    (3) My hobby is collecting stamps. 
    (4) My hobby is watching birds. 
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Unit 25-C  I want to visit your hometown, too. 
 

 

 
Words & Phrases    
news news news news !51'0F(        名    知らせ            auntauntauntaunt    !,5/(        名    おば    
abroad abroad abroad abroad !#@46&0;(        副    外国へ   east east east east !*03/(        名    東 
uncleuncleuncleuncle    !A&8=$(        名    おじ   coast coast coast coast !=%'3/(        名    沿岸 
 
Questions 
(1) When will Misaki go to the United States? 
(2) Who is going to show Misaki around Manhattan? 
 
Practice    
１．例にならって「私は～したいです」という文を作りなさい。 
（例）I want to visit your hometown. 
(1) live in Washington D.C.   (2) buy a new car    
(3) go on a picnic   (4) draw pictures 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I will go to the U.S. during this spring vacation. 
(1) 私はこの春休みの間に名古屋に引っ越すつもりです。(move to Nagoya) 
(2) 私はこの春休みの間に医者に見てもらうつもりです。(see a doctor) 
(3) 私はこの春休みの間にペン・フレンドを訪問するつもりです。(visit my pen pal) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Can you write about any good places? 
(1) 部屋を掃除してくれますか？ (clean the room) 
(2) 屋根を修理してくれますか？ (*repair the *roof) 
(3) ゴミを捨ててくれますか？ (*throw away the *garbage) 
 
４．New Yorkと New York Cityのアクセントに注意して言いなさい。 
  I’m from New York.   I’m from New York City. 

 
Fri., Feb. 11th.

Dear Randy, 
I have good news. 
I will go to the U.S. during this spring vacation. 
It’s my first trip abroad. 
My uncle and aunt live in New York City. 
My uncle is an American. 
He’s going to show me around Manhattan. 
I will also visit some other cities on the east coast. 
I want to visit your hometown, too. 
Can you write about any good places in Washington D.C.? 
Your pen pal,  
Misaki 
 

 

春休みのアメリカ旅行が
決まった美咲がランディ
ーに手紙で報告していま
す。 
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Unit 25-C  美咲美咲美咲美咲ののののニュースニュースニュースニュース 
 
 
２月 11 日金曜日  ランディー様 
いい知らせがあります。私は今度の春休みにアメリカに行くつもりです。 
私の初めての海外旅行です。私のおじとおばがニューヨーク市に住んでいます。 
私のおじはアメリカ人です。彼はマンハッタンを案内してくれます。 
私は東海岸の他の都市もいくつか訪れるつもりです。あなたの住んでいる町にも行ってみたいです。 
ワシントンＤＣのどこか良い場所について書いてくれますか？ 
あなたのペン・フレンドの美咲より 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        不定詞不定詞不定詞不定詞(1)  (1)  (1)  (1)  不定詞不定詞不定詞不定詞のののの名詞的用法名詞的用法名詞的用法名詞的用法（（（（目的語目的語目的語目的語になるになるになるになる場合場合場合場合））））    
I want to visitto visitto visitto visit your hometown, too.  私はあなたの住む町も訪れたいです。 
「to＋動詞の原形」のことを不定詞といいます。不定詞も動名詞と同じように「～すること」という
意味になります。want to visitは「訪れることを欲する」つまり「訪れたい」となります。 
like to swim ＝ like swimmingのように動詞の後に不定詞と動名詞のどちらでも使える場合もあり
ますが、want の場合は動名詞が使えず、不定詞のみとなります。逆に、enjoy のように動名詞が使
えるが不定詞が使えない動詞もあります。 
    
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
I hI hI hI have good news.ave good news.ave good news.ave good news.    
◇ newsは「知らせ」「ニュース」で、数えられない名詞です。 
ItItItIt’’’’s my first trip abroad.s my first trip abroad.s my first trip abroad.s my first trip abroad.    
◇ abroad は「国外へ」という副詞で、「海外へ行く」という場合には、go abroad というように to
を使わずに言います。trip abroadで「海外旅行」という意味になります。 

I will also visit some other cities on the east coast.I will also visit some other cities on the east coast.I will also visit some other cities on the east coast.I will also visit some other cities on the east coast.    
◇ east coast は「東海岸」という意味になります。東西南北の単語をこれですべて学習しました。

east（東）、west（西）、south（南）、north（北）をまとめて覚えてください。 
Can you write about any good places in Washington D.C.?Can you write about any good places in Washington D.C.?Can you write about any good places in Washington D.C.?Can you write about any good places in Washington D.C.?    
◇ Can you ～?は「あなたは～することができますか？」と可能かどうかをたずねる疑問文ですが、
これは「～してもらえますか？」というお願いの意味が込められており、Will you ～?と同じよう
な意味で使われています。 

Your pen pal, MisakiYour pen pal, MisakiYour pen pal, MisakiYour pen pal, Misaki    
◇ 文字通り「あなたの文通友達の美咲」と自分のことを指していますが、このように Your ～の形
で手紙をしめくくることがよくあります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        文強勢文強勢文強勢文強勢ととととリズムリズムリズムリズム(22)  New York(22)  New York(22)  New York(22)  New Yorkとととと New York CityNew York CityNew York CityNew York City    
英語では強く発音する部分と弱く発音する部分が交互にリズムよく現れることが多いので、「ニュー
ヨーク」は Nèw Yórk（Yorkが第 1アクセント）ですが、「ニューヨーク市」という場合は Néw Yòrk 
Cíty（Newと Cityが第１アクセント）と強勢が変化します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She will go to the United States during this spring vacation.   (2) Her uncle is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I want to live in Washington D.C.   (2) I want to buy a new car. 
    (3) I want to go on a picnic.   (4) I want to draw pictures. 
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Unit 25-D  I’ll send you my picture. 
    

 
 
 
 
  

 
Words & Phrases    
exact exact exact exact !*9F,&=/(        形    正確な            sight sight sight sight !3)*/(        名    名所    
tell tell tell tell !/2$(        動    話す                aaaairport irport irport irport !I&#4E6>04/(        名    空港    
meet meet meet meet !+*0/(        動    会う            grandmother grandmother grandmother grandmother !94,&5;+A><#4(        名    祖母    
    
Questions 
(1) Does Randy want to meet Misaki?   (2) What does Randy send Misaki? 
 
Practice    
１．例にならって言い換えなさい。 
（例）I’ll send my picture to you. ⇒ I’ll send you my picture. 
(1) He gave some grapes to them.   (2) Will you bring the book to me? 
(3) I’ll send some money to my brother.   (4) She showed her sweater to him. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Can you tell me the exact date? 
(1) 正確な住所を教えてくれますか？ (*address) 
(2) 正確なつづり（スペリング）を教えてくれますか？ (*spelling) 
(3) 正確な発音を教えてくれますか？ (*pronunciation) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I can show you some interesting sights. 
(1) あなたに町のすてきな建物を見せることができます。(nice *buildings in our town) 
(2) あなたに幽霊の写真を見せることができます。(pictures of *ghosts) 
(3) あなたに新しい作品を見せることができます。(new work) 
 
４．!/(＋!1(の発音に注意して言いなさい。 
  Don’t you go home?   Nice to meet you. 

 
Mon., Feb. 21st.

Dear Misaki, 
Are you really coming to Washington D.C.? 
That’s really good news for me. 
Can you tell me the exact date? 
I want to meet you. 
I can show you some interesting sights in Washington D.C. 
Let’s meet at the airport. 
Now I’ll send you my picture. 
Of course, the boy on the left is me. 
The woman on the right is my grandmother. 
Will you send me your picture? 
Your friend, 
Randy 
 

 

美咲がアメリカに来ると
知ったランディーは、自
分の写真を添えた手紙を
送ります。 
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Unit 25-D  ワシントンワシントンワシントンワシントンでででで会会会会いましょういましょういましょういましょう 
 
 
２月 21 日月曜日 
美咲様 
本当にワシントンＤＣに来るんですか？ それは僕にとって本当に良いニュースです。 
正確な日付を教えてくれますか？ 君に会いたいです。 
ワシントンＤＣのおもしろい名所を案内できます。空港で会いましょう。 
今、僕の写真を送ります。もちろん、左側の少年が僕です。右の女性は祖母です。 
君の写真をもらえますか？ 
友達のランディーより 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        動詞動詞動詞動詞とととと文型文型文型文型(3)  (3)  (3)  (3)  目的語目的語目的語目的語をををを２２２２個個個個とるとるとるとる動詞動詞動詞動詞（（（（totototo型型型型））））のののの構文構文構文構文（ＳＶＯＯ（ＳＶＯＯ（ＳＶＯＯ（ＳＶＯＯのののの構文構文構文構文））））    
I’ll sendsendsendsend you my picture.  私はあなたに私の写真を送るつもりです。 
send、giveのように目的語を２個とることのできる動詞について学習します。 
send you my pictureは「あなたに私の写真を送る」という意味で、you（あなたに）とmy picture
（私の写真を）はどちらも目的語です。send my picture to youと言い換えることもできます。ただ
し、「～に」の部分が itのような代名詞の場合は、send you itとはせず、send it to youの形にする
のが普通です。 
今回のスキットには、同じように目的語が２個ある動詞がほかにも２つ（tell、show）登場します。 
tell me the exact date（私に正確な日付を教える）＝tell the exact date to me 
show you some sights（あなたに名所を見せる）＝show some sights to me 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Are you really coming to Are you really coming to Are you really coming to Are you really coming to WashingtonWashingtonWashingtonWashington D.C.? D.C.? D.C.? D.C.?    
◇ この現在進行形は近い未来の予定を表してます。 
I want to meet you.I want to meet you.I want to meet you.I want to meet you.    
◇ meetは「～に会う」という動詞で、seeを使ってもほぼ同じ意味になります。 
Of course, the boy on the left is me.Of course, the boy on the left is me.Of course, the boy on the left is me.Of course, the boy on the left is me.    
◇ of courseは「もちろん」「当然」という意味です。 
◇ the boy on the leftで「左の少年」つまり「写真で左側に写ってる少年」ということになります。 
◇ 文法的にはmeではなく Iが正しいのですが、くだけた表現では It’s me.（それは私です）のよう
に、Iとすべきところで meがよく使われます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(3)  (3)  (3)  (3)  !/(!/(!/(!/(＋＋＋＋!1(!1(!1(!1(    
meet youの発音に注意してください。!/(で終わる単語の後に!1(で始まる単語が続くと、!/:(に近い音
に変化することがあります。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, he does.   (2) He sends her his picture. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) He gave them some grapes. 
    (2) Will you bring me the book? 
    (3) I’ll send my brother some money. 
    (4) She showed him her sweater. 
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Unit 25-E  Exercises (25) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) My father gave a watch to me.  （目的語が２個の形の文に） 
(2) Please send us your picture.  （目的語が１個の形の文に） 
(3) She likes to play tennis.  （動名詞を使った文に） 
 
【２】（文法・選択）次のかっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(1) It is (good news, a good news) for me. 
(2) I will give (him it, it to him). 
(3) Do you want to go (abroad, for abroad, to abroad)? 
 
【３】（動詞）次のかっこ内にあてはまる適当な動詞を下から選びなさい。 
(1) Can you (          ) me your CDs? 
(2) I want to (          ) a baseball player. 
(3) Will you (          ) me about your family? 
  become   get   show   tell   write 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) (          )(           ) do you like? 
  あなたは何の教科が好きですか？ 
(2) My (          )(          ) is Stevie Wonder. 
  私の一番好きな歌手はスティービー・ワンダーです。 
(3) She (          )(          ) pictures. 
  彼女は絵を描くことを楽しみました。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) I’m a fifteen-year-old Japanese boy. 
(2) Naoki has a pen pal in Australia. 
(3) Can you write about your hometown? 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私は昨日ラジオで英会話番組を聴きました。 
(2) 私の趣味はギターをひくことです。 
(3) 私はワシントンＤＣのいくつかの名所について知りたいです。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) abroad       (2) radio      (3) news 
   road            great         horse 
 
【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) sci-en-tist   (2) be-come   (3) gui-tar 
   1  2  3        1   2         1  2  
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
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【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
（A: 中学生   B: 宇宙飛行士） 
A: Please tell me about life in *space. 
B: It’s like life on earth. We eat, sleep, work and so on. 
   Of course, we can’t *go out or play baseball. 
A: Can you eat food in the *spaceship? 
B: Yes. But the food may *float away, so we must eat carefully.  
   We can eat hot food, but there is no *refrigerator there, so we have no cold drinks. 
A: How do you sleep? 
B: I like sleeping in a *sleeping bag. It doesn’t move.  
   But some *astronauts like to float in the spaceship. 
A: How *fantastic! Do you take baths? 
B: Well, there isn’t a *bathtub on the spaceship.  
   We can only clean our *bodies with a *sponge. 
A: Is that so? 
B: Oh, there is one important thing. We must not *forget *exercise.  
   *Without *gravity, our bodies start to *lose *muscle. So we do exercises with machines. 
A: I see. I want to *travel into space in the future. Thank you very much. 
（注）space 宇宙   spaceship 宇宙船   float 浮く   refrigerator 冷蔵庫 
      sleeping bag 寝袋   astronaut 宇宙飛行士   fantastic とてもすばらしい 
      bathtub 湯船   body 体   sponge スポンジ   forget 忘れる   exercise 運動 
      without ～なしでは   gravity 引力   lose 失う   muscle 筋肉   travel 旅行する 
 
QUESTIONS（Ｂのつもりで答えなさい） 
(1) Can you eat food in the spaceship?   (2) Is there a refrigerator in the spaceship? 
(3) Do you like sleeping in a sleeping bag? 
(4) How do you clean your bodies in the spaceship? 
(5) Do you do exercises with machines in the spaceship? 
 
 
 
■ワット（Watt）氏とノット（Knott）氏（電話の会話） 
 
  Knott:  Hello. Who’s calling, please? 
  Watt:   I’m Watt. 
  Knott:  What’s your name? 
  Watt:   Watt’s my name. 
  Knott:  Yes, what’s your name? 
  Watt:   My name is John Watt. 
  Knott:  John what? 
  Watt:   Yes, are you Jones? 
  Knott:  No, I’m Knott. 
  Watt:   Will you tell me your name, then? 
  Knott:  Will Knott. 
  Watt:   Why not? 
  Knott:  My name is Knott. 
  Watt:   Not what? 
  Knott:  Not Watt, Knott. 
  Watt:   What? 
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Unit 26  Let’s Look at the World Map 
 
Unit 26-A  The Nile is the longest river in the world. 
    
 
G:  Is this Mr. Ito’s world map? 
A:  Yes, it’s his. We use it for our social studies class. 
    Today we’re going to study about Egypt. 
G:  Where is it? 
A:  It’s in Africa. Egypt is famous for its old civilization. 
G:  What is the name of the famous river in Egypt? 
A:  The Nile.  
G:  Oh yes, now I remember. 
A:  The Nile is the longest river in the world. 
    I read an interesting story in a book about the Nile last 

week. 
G:  Really? Can I borrow the book? 
A:  Sure. 
 
         
Words & Phrases    
map map map map !+,E(        名    地図            river river river river !47C#4(        名    川    
social social social social !3%&':#$(        形    社会の            remember remember remember remember !4*+2&+@#4(        動    思い出す    
Egypt Egypt Egypt Egypt !70;H*E/(        名    エジプト            story story story story !3/6&04*(        名    物語    
civilization civilization civilization civilization !3GC#$#F2&*:#5(        名    文明        borrow borrow borrow borrow !@)&4%'(        動    借りる    
    
Practice    
１．例にならって「もっとも～です」という最上級の文を作りなさい。（*印はまだ習っていな
い語句） 

（例）The Nile is a long river. (in the world) ⇒ The Nile is the longest river in the world. 
(1) Mt. Fuji is a high mountain. (in Japan)   (2) Fred is a tall boy. (in our class) 
(3) My father is old. (in my family)   (4) Ms. White is a *young teacher. (in our school) 
（注）young 若い 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What is the name of the famous river in Egypt? 
(1) ニューヨークにある有名な像の名前は何ですか？ (statue, New York) 
(2) ロンドンにある有名な博物館の名前は何ですか？ (museum, London) 
(3) パリにある有名な塔の名前は何ですか？ (*tower, *Paris) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Can I borrow the book? 
(1) そのビデオを借りられますか？ (video)   (2) そのインクを借りられますか？ (*ink) 
(3) その毛布を借りられますか？ (*blanket) 
 
４．readの発音に注意して言いなさい。 
  I read books every day.  !4*0;(   I read this book yesterday.  !42;( 

G: ジョージ  A: 綾香 
綾香が大きな世界地図
を持って廊下を歩いて
来ました。 
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Unit 26  世界地図世界地図世界地図世界地図をををを見見見見ようようようよう 
 
Unit 26-A  ナイルナイルナイルナイル川川川川はははは世界一長世界一長世界一長世界一長いいいい川川川川 
 

G: ジョージ  A: 綾香 
G: これは伊藤先生の世界地図？ 
A: ええ、彼のよ。私たちは社会科の授業で使うの。今日はエジプトについて勉強するわ。 
G: それはどこ？ 
A: アフリカよ。エジプトは古い文明で有名なの。 
G: エジプトにある有名な川の名前は何だったっけ？ 
A: ナイル川。 
G: そうだ。今思い出した。 
A: ナイル川は世界一長い川よ。先週私はナイル川に関するおもしろい話を本で読んだわ。 
G: 本当？ その本を借りられる？ 
A: いいわよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(1)  (1)  (1)  (1)  最上級最上級最上級最上級    
The Nile is the longestlongestlongestlongest river in the world.  ナイル川は世界でもっとも長い川です。    
「もっとも～な」という意味を表す言葉を、形容詞の最上級といいます。最上級は形容詞に estをつ
けて作り、theをつけて言います。 
The Nile is a long river.  ナイル川は長い川です。 
The Nile is the longest river in the world.  ナイル川は世界でもっとも長い川です。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, itYes, itYes, itYes, it’’’’s his.s his.s his.s his.    
◇ hisは heの所有格と同じ形ですが、「彼のもの」という所有代名詞です。 
We use it for our social studies class.We use it for our social studies class.We use it for our social studies class.We use it for our social studies class.    
◇ social studiesは「社会科」という教科名です。studyは「勉強」という名詞として使っています。 
Egypt is famous for its old civilization.Egypt is famous for its old civilization.Egypt is famous for its old civilization.Egypt is famous for its old civilization.    
◇ civilizationは「文明」という意味です。culture（文化）と混同しないように注意してください。 
What What What What iiiis the name of the famous river in Egypt?s the name of the famous river in Egypt?s the name of the famous river in Egypt?s the name of the famous river in Egypt?    
◇ 「～は何でしたっけ？」と、ど忘れした名前をたずねています。エジプトにナイル川があるのは
現在の話なので、英語では過去形にはしません。 

Oh yes, now I remember.Oh yes, now I remember.Oh yes, now I remember.Oh yes, now I remember.    
◇ 何かを思い出したときの言い方で、remember は「思い出す」という意味です。この表現のとき
は過去形にはしません。 

I read an interesting story I read an interesting story I read an interesting story I read an interesting story in a book in a book in a book in a book aboutaboutaboutabout the Nile last week. the Nile last week. the Nile last week. the Nile last week.    
◇ readはここでは過去形で「読んだ」の意味です（発音のポイント参照）。 
Can I borrow the book?Can I borrow the book?Can I borrow the book?Can I borrow the book?    
◇ borrow は「～を借りる」という動詞で、「本を借りることができますか？」つまり「貸してもら
えますか？」と言っています。    

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(13)  read(13)  read(13)  read(13)  readのののの過去形過去形過去形過去形    
read !4*0;(は不規則動詞で、過去形は同じ形ですが、発音が!42;(となります。 
    
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 
    (2) Fred is the tallest boy in our class.   (3) My father is the oldest in my family. 
    (4) Ms. White is the youngest teacher in our school. 
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Unit 26-B  Greenland is smaller than Australia. 
    
 
A:  You’re from Australia. 
    Where is Australia on this map? 
F:  It’s here, the pink one. 
A:  It’s very large. 
    Is Australia the largest island in the world? 
F:  No. Australia is a continent, not an island. 
    It’s the smallest continent in the world. 
    The largest island is Greenland. 
A:  Really? Look at the map. 
    Greenland is larger than Australia. 
F:  No, Greenland is smaller than Australia. 
    This map doesn’t show the real size. 
 
 
Words & Phrases    
pink pink pink pink !E*8=(        形    桃色の            continent continent continent continent !=)&5/#5#5/(        名    大陸    
island island island island !)&*$#5;(        名    島            than than than than !<,5-.<#5(        接    ～よりも    
    
Questions（Ｆのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Is Australia an island? 
(2) Is Greenland larger than Australia? 
 
Practice    
１．例にならって「ＡはＢよりも～です」という比較級の文を作りなさい。 
（例）Greenland, small, Australia ⇒ Greenland is smaller than Australia. 
(1) Fred, tall, George   (2) Japan, large, Britain 
(3) Mt. Fuji, high, Mt. Kita   (4) Kinkakuji, old, Ginkakuji 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Australia is a continent, not an island. 
(1) クジラは哺乳類であり、魚ではありません。(a *whale, a *mammal, a *fish) 
(2) メロンは野菜であり、果物ではありません。(a *melon, a *vegetable, a fruit) 
(3) カスピ海は湖であり、海ではありません。(the *Caspian Sea, a *lake, a *sea) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）The largest island in the world is Greenland. 
(1) 世界でもっとも長い川はナイル川です。(the longest river, the Nile) 
(2) 世界でもっとも高い山はエベレスト山です。(the highest mountain, Mt. Everest) 
(3) 世界でもっとも大きい国はロシアです。(the largest country, Russia) 
 
４．連続する子音の発音に注意して言いなさい。 
  next   twelfth   asked   strange 

A: 綾香  F: フレッド 
フレッドと綾香は世界
地図を見ています。 
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Unit 26-B  世界一世界一世界一世界一小小小小さいさいさいさい大陸大陸大陸大陸とととと世界一大世界一大世界一大世界一大きいきいきいきい島島島島 
 

A: 綾香  F: フレッド 
A: あなたはオーストラリア出身ね。この地図上でオーストラリアはどこ？ 
F: ここだよ。桃色の。 
A: とても大きいわ。オーストラリアは世界一大きな島なの？ 
F: ちがうよ。オーストラリアは島じゃなくて、大陸なんだ。世界で一番小さな大陸だよ。 
   世界一大きな島はグリーンランドだ。 
A: 本当？ 地図を見て。グリーンランドはオーストラリアより大きいわよ。 
F: いや、グリーンランドはオーストラリアより小さいよ。 
   この地図は正しい大きさを表していないんだ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(2)  (2)  (2)  (2)  比較級比較級比較級比較級    
Greenland is smallersmallersmallersmaller than Australia.  グリーンランドはオーストラリアよりも小さいです。 
「より～である」と言うには、形容詞の比較級を使います。比較級は、形容詞に er をつけて作りま
す。「～よりも」は接続詞の thanを使って表します。 
形容詞のもとの形を原級といい、原級 → 比較級 → 最上級の変化を、形容詞の比較変化といいます。 
普通は、small → smaller → smallestのように、er、estをつけてそれぞれ比較級、最上級を作り
ますが、例外も多くあり、順次学習していきます。⇒巻末資料「形容詞・副詞の比較級・最上級の作
り方」参照。 
Australia is large.  オーストラリアは大きいです。 
Australia is larger than Greenland.  オーストラリアはグリーンランドよりも大きいです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
ItItItIt’’’’s here, the pink one.s here, the pink one.s here, the pink one.s here, the pink one.    
◇ 地図上でオーストラリアがどこかを聞かれ、「ここです、つまりその桃色のです」と答えています。 
Is Australia the largest island in the world?Is Australia the largest island in the world?Is Australia the largest island in the world?Is Australia the largest island in the world?    
◇ largestは largeの最上級です。largeのように eで終わる形容詞は、estではなく stのみをつけ
ます。 

Australia is a contineAustralia is a contineAustralia is a contineAustralia is a continent, not an island.nt, not an island.nt, not an island.nt, not an island.    
◇ 「Ａであり、Ｂではありません」と言うには、A, not Bとします。 
Greenland is larger than Australia.Greenland is larger than Australia.Greenland is larger than Australia.Greenland is larger than Australia.    
◇ largerは largeの比較級で、最上級と同じく、eで終わる形容詞なので rのみをつけます。 
This map doesnThis map doesnThis map doesnThis map doesn’’’’t show the real size.t show the real size.t show the real size.t show the real size.    
◇ show はこの場合は「示す」という意味で、「この地図は本当の大きさを示していません」つまり
「この地図は正しい面積を表していません」と言っています。 

 
発発発発音音音音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(4)  (4)  (4)  (4)  連続連続連続連続するするするする子音子音子音子音のののの発音発音発音発音    
日本語には「ン」を除けば子音が連続することはありませんが、英語では、ときには３つ以上の子音
が連続するため、発音するときには途中に母音が入ってしまわないように注意が必要です。 
    
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, it isn’t.   (2) No, it isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Fred is taller than George.  
    (2) Japan is larger than Britain. 
    (3) Mt. Fuji is higher than Mt. Kita.  
    (4) Kinkakuji is older than Ginkakuji. 
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Unit 26-C  It’s as large as Japan. 
    

 

 
Words & Phrases    
deep deep deep deep !;*0E(        形    深い            as as as as ～～～～ as    as    as    as   …と同じくらい～である    
lake lake lake lake !$2*=(        名    湖                middle middle middle middle !+7;$(        名    真ん中    
Russia Russia Russia Russia !4A&:#(        名    ロシア            Eurasia Eurasia Eurasia Eurasia !1'#42&*H#(        名    ユーラシア    
meter meter meter meter !+70/#4(        名    メートル            Europe Europe Europe Europe !1'&#4#E(        名    ヨーロッパ    
sea sea sea sea !3*0(        名    海                Asia Asia Asia Asia !2&*H#(        名    アジア    
    
Questions（Ｉのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) How deep is Lake Baikal?    
(2) Where is the Caspian Sea? 
 
Practice    
１．例にならって「ＡはＢと同じくらい～です」という同等比較の文を作りなさい。 
（例）the Caspian Sea, large, Japan ⇒ The Caspian Sea is as large as Japan. 
(1) George, tall, Paul   (2) Helen’s hair, long, Ayaka’s 
(3) Britain, large, Honshu   (4) this pond, deep, that one 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Lake Baikal is 1,620 meters deep. 
(1) カスピ海は深さ 1025 メートルです。(the Caspian Sea, 1,025) 
(2) 田沢湖は深さ 425 メートルです。(Lake Tazawa, 425) 
(3) 琵琶湖は深さ 104 メートルです。(Lake Biwa, 104) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）In the middle of what? 
(1) 何の前ですって？ (in front of) 
(2) 何の反対側ですって？ (on the other side of) 
(3) 何の裏側ですって？ (at the back of) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  In the middle of what?    You’re studying what? 

 
H:  What is the deepest lake in the world? 
I:  Lake Baikal in Russia is the deepest. 
H:  How deep is it? 
I:  It’s 1,620 meters deep. 
H:  Is it also the largest lake in the world? 
I:  No, the largest lake in the world is the Caspian Sea. 
    It’s as large as Japan. 
H:  Where is it? 
I:  It’s in the middle of Eurasia. 
H:  In the middle of what? 
I:  Eurasia. It means Europe and Asia. 
 

H: ヘレン  I: 伊藤先生 
ヘレンは世界地図を見
ながら社会の伊藤先生
に質問しています。 
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Unit 26-C  世界一深世界一深世界一深世界一深いいいい湖湖湖湖とととと世界一大世界一大世界一大世界一大きいきいきいきい湖湖湖湖 
 

H: ヘレン  I: 伊藤先生 
H: 世界で一番深い湖は何ですか？ 
I: ロシアにあるバイカル湖が一番深いよ。 
H: 深さはどれだけありますか？ 
I: 1620 メートルあるよ。 
H: それは世界一広い湖でもあるんですか？ 
I: いや、世界一広い湖はカスピ海だよ。日本と同じくらいの大きさなんだ。 
H: それはどこにあるんですか？ 
I: ユーラシアの真ん中にあるよ。 
H: 何の真ん中ですって？ 
I: ユーラシア。ヨーロッパとアジアという意味だよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(3)  (3)  (3)  (3)  同等比較同等比較同等比較同等比較をををを表表表表すすすす as as as as ～～～～ as as as as    
It’s as large asas large asas large asas large as Japan.  それは日本と同じ大きさです。 
「～と同じくらい」と同程度であることを表すには、as＋形容詞＋asを使います。 
The Caspian Sea is large.  カスピ海は大きいです。 
The Caspian Sea is as large as Japan.  カスピ海は日本と同じ大きさです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What is the deepest lake in the world?What is the deepest lake in the world?What is the deepest lake in the world?What is the deepest lake in the world?    
◇ 「世界でもっとも深い湖は何ですか？」と最上級を whatでたずねる疑問文です。 
How deep is it?How deep is it?How deep is it?How deep is it?    
◇ 「how＋形容詞」の疑問文で、深さを聞く表現です。 
ItItItIt’’’’s 1,620 meters deep.s 1,620 meters deep.s 1,620 meters deep.s 1,620 meters deep.    
◇ 深さの答え方です。1,620の読み方は one thousand (and) six hundred twentyです。 
No, the largest lake No, the largest lake No, the largest lake No, the largest lake in the world in the world in the world in the world is the Caspian Sea.is the Caspian Sea.is the Caspian Sea.is the Caspian Sea.    
◇ the Caspian Seaは「カスピ海」で、sea（海）がつきますが湖の名前です。 
ItItItIt’’’’s in the middle of Eurasia.s in the middle of Eurasia.s in the middle of Eurasia.s in the middle of Eurasia.    
◇ in the middle of ～は「～の真ん中に」という意味です。 
In the middle of what?In the middle of what?In the middle of what?In the middle of what?    
◇ 相手が in the middle of Eurasiaと言ったのに対して、Eurasiaの部分が聞き取れなかったために
聞き返す言い方です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(17)  (17)  (17)  (17)  聞聞聞聞きききき返返返返しししし    
In the middle of what?（何の真ん中ですって？）のように相手に聞き返すとき、whatの部分で上が
り調子になります。 
    
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It’s 1,620 meters deep.   (2) It’s in the middle of Eurasia. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) George is as tall as Paul. 
    (2) Helen’s hair is as long as Ayaka’s. 
    (3) Britain is as large as Honshu. 
    (4) This pond is as deep as that one. 
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Unit 26-D  Which is bigger, Canada or the United States? 
    

 

 
Words & Phrases    
Canada Canada Canada Canada !=,&5#;#(        名    カナダ        ask ask ask ask !,3=(        動    たずねる    
either either either either !70<#4(        代    どちらか                        
    
Questions（Ｈのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are you from the North American Continent?    
(2) Is Canada in the South American Continent? 
 
Practice    
１．例にならって「ＡとＢではどちらがより～ですか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）big, Canada, the United States ⇒ Which is bigger, Canada or the United States? 
(1) deep, Lake Tazawa, Lake Towada   (2) fast, light, sound 
(3) heavy, you, your brother   (4) big, the sun, the earth 
（注）「子音＋y」で終わる形容詞は、yを iに変えて erや estをつける。 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）You’re from the North American Continent, right? 
(1) あなたのおばさんはハワイに住んでいるんですよね？ (your aunt lives in *Hawaii) 
(2) 彼女はイングランドの女王ですよね？ (she’s the *queen of England) 
(3) あなたはイタリア料理が好きですよね？ (you like Italian food) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Canada is a little bigger than the United States. 
(1) ドイツは日本よりも少し小さいです。(*Germany, smaller, Japan) 
(2) 綾香は美咲よりも少し背が低いです。(Ayaka, shorter, Misaki) 
(3) フレッドはジョージよりも少し背が高いです。(Fred, taller, George) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  You’re from Canada, right?   Australia is a continent, right? 

 
H:  There are two continents in America: North America 

and South America. 
S:  You’re from the North American Continent, right? 
H:  Yes, that’s right. 
S:  What’s the biggest country in North America? 
H:  I don’t know. 
    There are some island countries in North America, but 

they’re much smaller than the United States and 
Canada. 

S:  Then the answer is either of the two. 
H:  Let’s ask Mr. Ito.  
    Mr. Ito, I have a question. 
    Which is bigger, Canada or the United States? 
I:  Canada is a little bigger than the United States. 
 

H: ヘレン  S: 翔平 
I: 伊藤先生 
ヘレンと翔平は世界地
図の南北アメリカに注
目しています。 
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Unit 26-D  カナダカナダカナダカナダととととアメリカアメリカアメリカアメリカはどちらがはどちらがはどちらがはどちらが大大大大きいきいきいきい？？？？ 
 

H: ヘレン  S: 翔平  I: 伊藤先生 
H: アメリカには、北アメリカと南アメリカのふたつの大陸があるわ。 
S: 君は、北アメリカ大陸の出身だよね。 
H: そうよ。 
S: 北アメリカで一番大きな国はどこ？ 
H: わからないわ。 
   北アメリカには島国がいくつかあるけれど、それらは米国やカナダよりずっと小さいわ。 
S: そうすると、答えはそのふたつのどちらかというわけだ。 
H: 伊藤先生に聞きましょう。伊藤先生、質問があります。カナダと米国はどちらが大きいですか？ 
I: カナダのほうが米国よりも少し大きいよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(4)  (4)  (4)  (4)  比較級比較級比較級比較級とととと疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞 whichwhichwhichwhich    
Which is biggerWhich is biggerWhich is biggerWhich is bigger, Canada or the United States?  カナダとアメリカはどちらが大きいですか？ 
「ＡとＢではどちらが～ですか？」と疑問詞 whichを使ってたずねる表現を学習します。「Which is
＋形容詞の比較級」の形にします。ただし、ＡとＢが物ではなく人の場合は、which ではなく who
が使われます。 
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
YouYouYouYou’’’’re from the North American Continent, right?re from the North American Continent, right?re from the North American Continent, right?re from the North American Continent, right?    
◇ 最後の right は「正しい」という形容詞ですが、このように文の最後につけることで「そうです
よね？」と念を押す表現になります。 

WhatWhatWhatWhat’’’’s the biggest country in North America?s the biggest country in North America?s the biggest country in North America?s the biggest country in North America?    
◇ biggestは bigの最上級です。bigのように「アクセントのある短い母音＋子音」で終わる形容詞
の最上級は、子音をふたつ重ねて estをつけます。 

There are some island countries in North America, but theyThere are some island countries in North America, but theyThere are some island countries in North America, but theyThere are some island countries in North America, but they’’’’rrrre much smaller than the United e much smaller than the United e much smaller than the United e much smaller than the United 
States and Canada.States and Canada.States and Canada.States and Canada.    
◇ smallerという比較級の前にmuchがあります。比較級の前のmuchは「ずっと」「はるかに」と
いう意味になり、「それら（島国）はアメリカやカナダよりもはるかに小さい」となります。なお、
muchのかわりに veryを使って比較級を修飾することはできないので注意してください。 

Then the answer is either of the two.Then the answer is either of the two.Then the answer is either of the two.Then the answer is either of the two.    
◇ eitherは「どちらか」という代名詞で、either of ～は「～のどちらか（一方）」という意味です。 
◇ the twoは「そのふたつ」つまりカナダとアメリカ合衆国を指します。 
Canada is a little bigger than the United States.Canada is a little bigger than the United States.Canada is a little bigger than the United States.Canada is a little bigger than the United States.    
◇ biggerは bigの比較級で、最上級の場合と同じく、子音を重ねて erをつけます。 
◇ 比較級の前の a littleは「少しだけ」という意味になり、両者にあまり差がないことを表します。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(18)  (18)  (18)  (18)  念押念押念押念押しをしをしをしを示示示示すすすす文末文末文末文末のののの rightrightrightright    
You’re from the North American Continent, right?は、最後の部分で「～ですよね」という念押しの
ニュアンスが伝わるように上がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I am.   (2) No, it isn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Which is deeper, Lake Tazawa or Lake Towada? 
    (2) Which is faster, light or sound?   (3) Who is heavier, you or your brother? 
    (4) Which is bigger, the sun or the earth? 
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Unit 26-E  Exercises (26) 
 
【１】（文法・語形）次のかっこ内の単語を正しい形に直しなさい。 
(1) Mr. Yamada is (old) than Mrs. Yamada. 
(2) Your bag is (heavy) than mine. 
(3) What is the (large) island in Japan? 
 
【２】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Lake Biwa is in the (          )(          ) Japan. 
  琵琶湖は日本の真ん中にあります。 
(2) Greenland is an island, (          ) a (          ). 
  グリーンランドは島であり、大陸ではありません。 
(3) Does this map show the (          )(          )? 
  この地図は本当の大きさを表していますか？ 
 
【３】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: What’s the (1)(big) country in North America? 
B: I don’t know. There are some island countries in North America, but they’re (2)(many, 

much, very) smaller than the United States and Canada. 
A: Then the answer is (3)either of the two. Let’s ask Mr. Ito. 
(1) かっこ内の形容詞を正しい形に直しなさい。 
(2) かっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(3) 下線部を、the twoの具体的内容を示しながら日本語に直しなさい。 
 
【４】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Mr. Ito is your social studies teacher, right? 
(2) Egypt is famous for its old civilization. 
(3) Lake Baikal in Russia is 1,620 meters deep. 
 
【５】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 直樹は拓也よりも少し背が高いです。 
(2) カナダと日本ではどちらが大きいですか？ 
(3) あなたのバットは私のと同じくらいの重さです。 
 
【６】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) island       (2) social      (3) either 
   his             continent     than 
 
【７】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) re-mem-ber   (2) bor-row   (3) Aus-tra-lia 
   1   2   3        1   2        1   2  3  
 
【８】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
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【９】（リスニング）録音を聞いて正しいものを選びなさい。 
(1) 1. Mary’s sister.   2. Mary’s aunt.   3. Mary’s friend.   4. Mary’s teacher. 
(2) 1. To the park.   2. To the lake.   3. To the store.   4. To the library. 
(3) 1. On Thursday.   2. On Friday.   3. On Saturday.   4. On Sunday. 
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
(Jack and Naoki are walking in a park. Some children are playing janken together.) 
Jack:  Those children look happy. What are they doing with their hands? 
Naoki: They are playing janken. 
Jack:  Janken? What is it? 
Naoki: It’s a kind of game. By janken we *decide some *order. I’ll show janken to you. 
(Naoki starts showing janken to Jack) 
Naoki: *Scissors are *stronger than *paper, and paper is stronger than *stone. 
Jack:  And stone is stronger than scissors, right? It’s very easy. But I can’t make scissors 
with my hand very well. 
Naoki: I know. You’ll be a good player soon. Shall we play janken? 
Jack:  Yes, let’s. 
(They enjoy janken *several times.) 
Naoki: You don’t *lose! You are stronger than I am. 
Jack:  Naoki, I used only stone and paper. 
Naoki: Really? 
（注）decide 決める   order 順番   scissors はさみ   strong 強い   paper 紙   stone 石 
      several times 数回   lose 負ける 
 
QUESTIONS 
(1) What are the children playing? 
(2) Which is stronger, paper or stone? 
(3) Is paper stronger than scissors? 
(4) Can Jack make scissors with his hand well? 
(5) Who is stronger, Jack or Naoki? 
 
 
 
■もっとも長い英単語 
 
  次のような質問があります。 
What is the longest English word?  もっとも長い英単語は何ですか？ 
 
＜まじめな答え＞ 
固有名詞や科学名などを含めてよいかどうかによって答えが変わってきますが、次の単語は長い単語
として知られています。 
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis  肺の病気の名前（46 文字） 
 
＜なぞなぞとして考えた場合の答え＞ 
smiles  
理由：sと sの間が１マイル(mile)はなれているから。 
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Unit 27  Stories from Aesop 
 
Unit 27-A  When the bat saw this, he decided to join the birds. 
    

 

 
Words & Phrases    
batbatbatbat    !@,/(        名    コウモリ   join join join join !;H6*5(        動    参加する    
beast beast beast beast !@*03/(        名    けもの            wing wing wing wing !B*8(        名    翼    
battle battle battle battle !@,&/$(        名    争い            over over over over !%&'C#4(        形    終わっている    
strong strong strong strong !3/4608(        形    強い            made made made made !+2*;(        動    ((makeの過去形))    
saw saw saw saw !360(        動    ((seeの過去形))        each other  each other  each other  each other  お互い    
decide decide decide decide !;*3)&*;(        動    決定する   dark dark dark dark !;)04=(        形    暗い    
    
Questions 
(1) What did the bat say to the beasts?   (2) Where does the bat live during the day time? 
 
Practice    
１．例にならって whenを使ったひとつの文にしなさい。 
（例）He saw this. He decided to join them. ⇒ When he saw this, he decided to join them. 
(1) I went to the park. I saw your sister.   (2) I was a student. I often played baseball. 
(3) I study English. I always use this dictionary.   (4) I got to his house. He was sleeping. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The battle was over. 
(1) コンサートは終わりました。(the *concert)  
(2) 戦争は終わりました。(the *war)   (3) 試験は終わりました。(the *examination) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He began to live in a dark place. 
(1) 彼は笑い始めた。(laugh)   (2) 彼は歌い始めた。(sing) 
(3) 彼は踊り始めた。(dance) 
 
４．下線部の発音に注意して言いなさい。 
  battle   little   middle   pencil 

 
The Bat, the Birds and the Beasts 

  A bat was watching a battle between birds and beasts. At 
first, the birds were stronger than the beasts. When the bat 
saw this, he decided to join the birds. He said to the birds, “I 
am a bird. Look at my wings. I want to join you.” Later, the 
beasts became stronger than the birds. The bat then went up 
to the beasts. He said, “I am a beast. Look at my hair. I want 
to join you.” Some days later, the battle was over. The birds 
and the beasts made friends with each other. The bat ran 
away and began to live in a dark place. Now he still lives in 
dark places during the day time. 
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Unit 27  イソップイソップイソップイソップ物語物語物語物語 
 
Unit 27-A  コウモリコウモリコウモリコウモリとととと鳥鳥鳥鳥たちとけものたちたちとけものたちたちとけものたちたちとけものたち 
 

コウモリと鳥たちとけものたち 
  コウモリが鳥たちとけものたちの争いを見ていました。初めのうちは、鳥のほうがけものよりも力
がありました。コウモリはこれを見たとき、鳥の仲間に加わることに決めました。彼は鳥たちに言い
ました。「私は鳥です。この羽を見てください。あなたがたの仲間に入りたいです。」しばらくして、
けものが鳥よりも強くなりました。コウモリは今度はけものたちのところに行きました。彼は「私は
けものです。私の毛を見てください。仲間に入りたいです。」何日かたって、争いは終わりました。
鳥たちとけものたちは仲良くなりました。コウモリは逃げ、暗い場所に住み始めました。今もなお彼
は日中に暗いところに住んでいます。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        接続詞接続詞接続詞接続詞とととと副詞節副詞節副詞節副詞節(1)  (1)  (1)  (1)  時時時時をををを表表表表すすすす接続詞接続詞接続詞接続詞 whenwhenwhenwhen    
WhenWhenWhenWhen the bat saw this, he decided to join the birds. 
コウモリがこれを見たとき、彼は鳥たちに参加することに決めました。 
when は時を表す接続詞で、「～するとき」「～したとき」という意味です。「when ＋主語＋動詞」
の部分を when で始まる「節（せつ）」といいます。特に、when などで始まる節は、文を副詞的に
修飾する性質があるので、副詞節と呼ばれます。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
At first, the birds were stronger than the beasts.At first, the birds were stronger than the beasts.At first, the birds were stronger than the beasts.At first, the birds were stronger than the beasts.    
◇ at firstは「初めのうちは」という意味で、first「まず初めに」とは意味が異なります。 
◇ strongerは strong（強い）の比較級で、「鳥はけものよりも強かった」という意味になります。 
The bat then went up to the beastThe bat then went up to the beastThe bat then went up to the beastThe bat then went up to the beasts.s.s.s.    
◇ upは「～のほうに向かって」という意味で使われており、ここでは「上へ」という意味は含まれ
ていません。 

Some days later, the battle was over.Some days later, the battle was over.Some days later, the battle was over.Some days later, the battle was over.    
◇ some days laterで「何日か後で」という意味になります。 
◇ be overは「終わる」という意味です。 
The birds and the beasts made friends with each other.The birds and the beasts made friends with each other.The birds and the beasts made friends with each other.The birds and the beasts made friends with each other.    
◇ make friends with ～で「～と仲良くなる」という意味になります。 
◇ each otherは「お互い」という意味の熟語です。 
The bat ran away and began to live in a dark place.The bat ran away and began to live in a dark place.The bat ran away and began to live in a dark place.The bat ran away and began to live in a dark place.    
◇ beginはここでは「～を始める」という他動詞として使われています。 
◇ beginの後に不定詞が来て、「～することを始める」つまり「～し始める」となります。 
Now he still lives in dark places during the day time.Now he still lives in dark places during the day time.Now he still lives in dark places during the day time.Now he still lives in dark places during the day time.    
◇ day timeは「昼の間」という意味で、dayは night（夜）と対になる単語として使われています。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(5)  (5)  (5)  (5)  音節音節音節音節をををを作作作作るるるる!$(!$(!$(!$(    
ひとつの単語には、普通は母音と同じ数の「音節」があります。battle の発音は!@,&/$(で、母音はひ
とつしか含まれませんが、２音節の単語です。これは、[l]の発音が音節を作っているためです。 
    
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) He said, “I am a beast. Look at my hair. I want to join you.”   (2) He lives in dark places. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) When I went to the park, I saw your sister. 
    (2) When I was a student, I often played baseball. 
    (3) When I study English, I always use this dictionary. 
    (4) When I got to his house, he was sleeping. 
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Unit 27-B  If you forgive me now, I will do something for you some day. 
    

 

 
Words & Phrases    
face face face face !?2*3(        名    顔                never never never never !52&C#4(        副    けっして～ない    
angry angry angry angry !,&894*(        形    怒っている        fell fell fell fell !?2$(        動    ((fallの過去形))    
cry cry cry cry !=4)*(        動    泣く                trap trap trap trap !/4,E(        名    わな    
if if if if !*?(        接    もしも～ならば            found found found found !?)'5;(        動    ((findの過去形))    
forgiveforgiveforgiveforgive    !?#497C(        動    許す   rope rope rope rope !4%'E(        名    縄    
    
Questions 
(1) Who woke up the lion?   (2) Did the mouse help the lion? 
 
Practice    
１．例にならって ifを使ったひとつの文にしなさい。 
（例）You forgive me. I will do something for you. 
⇒ If you forgive me, I will do something for you. 
(1) You help me. I will give you some food.   (2) The bus is crowded. I will take the train. 
(3) It rains. We will play basketball in the gym. 
(4) We run fast. We can get there in ten minutes. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The lion got angry with the mouse. 
(1) その女性は息子を怒った。(the woman, her son) 
(2) 王様は召使を怒った。(the king, his *servant) 
(3) 魔女は鏡を怒った。(the *witch, the *mirror) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Never come back. 
(1) けっしてあきらめるな。(give up)   (2) けっしてさようならを言うな。(say good-bye) 
(3) けっして外に出るな。(go out) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  When he saw the dog, he ran away.   If you forgive me, I will do something for you. 

 
The Lion and the Mouse 

  When a lion was sleeping, a little mouse ran up and down 
his face. The lion woke up and got angry with the mouse. He 
caught the mouse and said, “Why did you wake me up? I will 
eat you.” “Help me!” cried the mouse. “If you forgive me now, 
I will do something for you some day.” The lion began to 
laugh. “You’re very small. You can’t do anything for me. Go 
away and never come back to me again.” A few days later, the 
lion fell into a trap. The mouse found the lion and cut the 
rope with his teeth. The lion said, “Thank you. You’re small, 
but you’re stronger than I am.” 
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Unit 27-B  ライオンライオンライオンライオンととととネズミネズミネズミネズミ 
 

ライオンとネズミ 
  ライオンが眠っていたとき、小さなネズミが彼の顔の上をかけ上ったり、かけ下りたりしました。
ライオンは目を覚まし、ネズミに対して怒り出しました。彼はネズミをつかまえて「どうしておれを
起こすんだ。お前を食べてやる」と言いました。「わあ、助けて！」とネズミは叫びました。「もしも
今私を許してくださるならば、いつか私はあなたのために何かして差し上げます。」ライオンは笑い
出しました。「お前はとても小さい。おれのために何もできやしないさ。あっちへ行け。二度とおれ
のところに戻ってくるな。」数日後、ライオンはわなに落ちました。ネズミはライオンを見つけ、歯
で縄をかみ切りました。ライオンは言いました。「ありがとう。お前は小さいが、おれよりも強い。」 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        接続詞接続詞接続詞接続詞とととと副詞節副詞節副詞節副詞節(2)  (2)  (2)  (2)  条件条件条件条件をををを表表表表すすすす接続詞接続詞接続詞接続詞 ifififif    
IfIfIfIf you forgive me now, I will do something for you some day. 
  もしも今あなたが私を許してくれるならば、私はいつかあなたのために何かしてあげます。 
if は条件を表す接続詞で、「もしも～ならば」という意味です。if 節の中の動詞は、未来のことを表
す場合でも、助動詞 willは使わずに現在時制で表します。 
    
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
When a lion was sleeping, a When a lion was sleeping, a When a lion was sleeping, a When a lion was sleeping, a little mouse ran up and down his face.little mouse ran up and down his face.little mouse ran up and down his face.little mouse ran up and down his face.    
◇ 過去進行形の文に whenをつけたもので、「～していたとき」という意味になります。 
◇ run up and down ～で「～をかけ上がったりかけ降りたりする」となります。 
The lion woke up and got angry with the mouse.The lion woke up and got angry with the mouse.The lion woke up and got angry with the mouse.The lion woke up and got angry with the mouse.    
◇ angryは「怒っている」という意味の形容詞で、「怒る」は get angryです。この getは「～にな
る」という意味になる動詞です。 

““““Help me!Help me!Help me!Help me!”””” c c c cried the mouse.ried the mouse.ried the mouse.ried the mouse.    
◇ 原則としては主語・動詞の語順なので、the mouse cried（ネズミは叫んだ）となるはずですが、
このように順序を入れ替えて動詞が先に来ることがあります。 

◇ この cried the mouseのように、説明部分をセリフとセリフの間に入れることがよくあります。 
If you forgive me now, I will do something for you some day.If you forgive me now, I will do something for you some day.If you forgive me now, I will do something for you some day.If you forgive me now, I will do something for you some day.    
◇ do ～ for ･･･は「･･･のために～（良いこと）をしてあげる」という意味です。 
◇ some dayは「いつか」という意味です。 
Go away and never come back to me again.Go away and never come back to me again.Go away and never come back to me again.Go away and never come back to me again.    
◇ go awayは「立ち去る」という意味で、命令文では「あっちへ行け」となります。 
◇ Never come back.は Don’t come back.より強い命令で、「けっして戻って来るな」という意味です。 
A few days later, the lion fell into a trap.A few days later, the lion fell into a trap.A few days later, the lion fell into a trap.A few days later, the lion fell into a trap.    
◇ 「落ちる」という意味の動詞は「秋」と同じ fallで、fellは fallの過去形です。    
YouYouYouYou’’’’re small, but youre small, but youre small, but youre small, but you’’’’re stronger than I am.re stronger than I am.re stronger than I am.re stronger than I am.    
◇ You’re stronger than I am.で「あなたは私よりも強い」という意味になり、amは省略可能です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(19)  (19)  (19)  (19)  節節節節でででで始始始始まるまるまるまる文文文文のののの中間調中間調中間調中間調イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
If you forgive me now, ～の文で、コンマの直前で下がり調子にしてしまうと文が終わったように聞
こえてしまいます。そこで、文がさらに続くことを示すため、軽く調子を上げる「中間調」のイント
ネーションで発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) The mouse did.   (2) Yes, he did. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) If you help me, I will give you some food.   (2) If the bus is crowded, I will take the train. 
    (3) If it rains, we will play basketball in the gym. 
    (4) If we run fast, we can get there in ten minutes. 
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Unit 27-C  I hope that the goose will lay lots of eggs every day. 
    

 

 
Words & Phrases    
goose goose goose goose !9'03(        名    ガチョウ            wonderful wonderful wonderful wonderful !BA&5;#4?#$(        形    すばらしい    
golden golden golden golden !9%&'$;#5(        形    金色の            hope hope hope hope !"%'E(        動    希望する    
eeeegg gg gg gg !29(        名    卵                lay lay lay lay !$2*(        動    産む    
farmer farmer farmer farmer !?)&04+#4(        名    農夫            kill kill kill kill !=*$(        動    殺す    
laid laid laid laid !$2*;(        動    ((layの過去形))                        
    
Questions 
(1) What did the farmer buy? 
(2) Did the goose lay lots of eggs every day? 
 
Practice    
１．例にならって「私は～ことを希望します」という文を作りなさい。（*印はまだ習っていな
い語句） 

（例）The goose will lay lots of eggs every day.  
⇒ I hope that the goose will lay lots of eggs every day. 
(1) Dick will marry Alice.   (2) The king will be happy. 
(3) The cat will *catch the rats.   (4) The lion will forgive the mouse. 
（注）catch 捕まえる 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The goose kept laying one egg a day. 
(1) そのオオカミは食べ物を食べ続けた。(*wolf, eating food) 
(2) その犬は主人を探し続けた。(dog, looking for his master) 
(3) そのサルは人間の言葉を勉強し続けた。(monkey, studying *human languages) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）I will get all the eggs. 
(1) すべてのお札を手に入れよう。(bills)   (2) すべてのカードを手に入れよう。(cards) 
(3) すべての切手を手に入れよう。(stamps) 
 
４．!/(の脱落に注意して言いなさい。 
  what time   next day   last Sunday   I want to go 

 
The Goose and the Golden Eggs 

  One day a farmer bought a goose and took it home. The 
next day the goose laid a golden egg. “That’s a wonderful 
goose,” said the farmer. After that day, the goose laid a 
golden egg every day. “I will soon become a rich man,” the 
farmer said. “I hope that the goose will lay lots of eggs every 
day.” But the goose kept laying one egg a day. One day the 
farmer said, “I can’t wait. I will kill the goose, open it, and 
get all the eggs.” So he killed the goose and opened it, but he 
didn’t find any eggs. 
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Unit 27-C  ガチョウガチョウガチョウガチョウとととと金金金金のののの卵卵卵卵 
 

ガチョウと金の卵 
  ある日、農夫がガチョウを買って家に連れて行きました。次の日、ガチョウは金色の卵を産みまし
た。「すばらしいガチョウだ」と農夫は言いました。その日以来、ガチョウは金色の卵を毎日産みま
した。「私はすぐに金持ちになるだろう」と農夫は言いました。「ガチョウが毎日たくさん卵を産むこ
とを私は望んでいる。」しかし、ガチョウは１日に１個ずつ卵を産み続けました。ある日、農夫は言
いました。「私は待てない。ガチョウを殺し、開いて、卵を全部とってしまおう。」そこで彼はガチョ
ウを殺して開きましたが、卵はひとつも見つかりませんでした。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        名詞節名詞節名詞節名詞節とととと間接話法間接話法間接話法間接話法(1)  that(1)  that(1)  that(1)  thatでででで始始始始まるまるまるまる名詞節名詞節名詞節名詞節    
I hope thatthatthatthat the goose will lay lots of eggs every day. 
私は、ガチョウが毎日多くの卵を産むことを希望します。 
接続詞 thatで始まる節が「～が･･･であること」という名詞の働きをする文を学習します。I hope（私
は望む）の後に that＋主語＋動詞が来て、that以下が私の望む内容を表しています。 
that で始まる節を目的語とすることが多い動詞には、think、know など思考を表すものや、say な
ど伝達を表すものがあります。 
I know that he is a student.  私は、彼が学生であることを知っています。 
She says that he is a student.  彼女は、彼が学生であると言います。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
One day a farmer bought a goose and took it home.One day a farmer bought a goose and took it home.One day a farmer bought a goose and took it home.One day a farmer bought a goose and took it home.    
◇ 「それを～に連れて行く」は take it to ～となりますが、homeは副詞なので toをつけずに take 

it homeで「それを家に連れて行く」となります。 
The next day the goose laid aThe next day the goose laid aThe next day the goose laid aThe next day the goose laid a golden egg. golden egg. golden egg. golden egg.    
◇ laidは lay（産む）の過去形で、規則動詞であれば edをつけるところなので、これは不規則動詞
です。 

After that day, the goose laid a golden egg every day.After that day, the goose laid a golden egg every day.After that day, the goose laid a golden egg every day.After that day, the goose laid a golden egg every day.    
◇ after that dayは「その日の後で」つまり「その日以後」という意味です。 
But the goose kept laying one egg a day.But the goose kept laying one egg a day.But the goose kept laying one egg a day.But the goose kept laying one egg a day.    
◇ keptは keepの過去形です。keepは動名詞といっしょに使うことで「～することを続ける」とい
う意味になります。keep layingで「（卵を）産み続ける」となります。 

◇ one egg a dayで「１日につき１個の卵」という意味になります。 
IIII    will kill the goose, open it, and get all the eggs.will kill the goose, open it, and get all the eggs.will kill the goose, open it, and get all the eggs.will kill the goose, open it, and get all the eggs.    
◇ kill、open、getという３つの動詞を andでつなげるときは、A, B, and Cのように最後の動詞の
前だけに andをつけます。 

◇ get all the eggsは「すべての卵を手に入れる」という意味になります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(6)  (6)  (6)  (6)  !/(!/(!/(!/(のののの脱落脱落脱落脱落    
next day のように、!/(で終わる単語の後に子音が続くと、!/(を破裂させないため、ほとんど聞こえ
ないのが普通です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) He bought a goose.   (2) No, it didn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I hope that Dick will marry Alice.   (2) I hope that the king will be happy. 
    (3) I hope that the cat will catch the rats.   (4) I hope that the lion will forgive the mouse. 
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Unit 27-D  He thought that it was another dog with another piece of 
meat. 

    
 

 
Words & Phrases    
shadow shadow shadow shadow !:,&;%'(        名    影            bridge bridge bridge bridge !@4*;H(        名    橋    
piece piece piece piece !E*03(        名    １片            thought thought thought thought !D60/(        動    ((thinkの過去形))    
meat meat meat meat !+*0/(        名    肉                bark bark bark bark !@)04=(        動    ほえる    
water water water water !B6&0/#4(        名    水            drdrdrdrop op op op !;4)E(        動    落とす    
mouth mouth mouth mouth !+)'D(        名    口                
    
Questions 
(1) What did the dog see in the water?   (2) What did the dog drop into the water? 
 
Practice    
１．例にならって「彼は～と思いました」という文を作りなさい。 
（例）It is another dog with another piece of meat. 
⇒ He thought that it was another dog with another piece of meat. 
(1) I’m angry with him.   (2) We’re waiting for him at the airport. 
(3) The goose is wonderful.   (4) She’s a junior high school student. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）He went back home with the meat in his mouth. 
(1) 彼は何枚かの硬貨を手にもって家に帰りました。(some coins, in his hand) 
(2) 彼は小包をわきにかかえて家に帰りました。(a *parcel, under his *arm) 
(3) 彼はタオルを頭に乗せて家に帰りました。(a *towel, on his *head) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）The meat fell into the water. 
(1) そのカエルは池の中に落ちました。(*frog, pond) 
(2) そのアリは水たまりの中に落ちました。(*ant, pool) 
(3) そのびんは穴の中に落ちました。(*bottle, hole) 
 
４．!"(の脱落に注意して言いなさい。 
  The dog barked at his shadow. 
  I want to meet her. 

 
The Dog and His Shadow 

  A dog once got a piece of meat. He went back home with 
the meat in his mouth. He was going to eat it for dinner. On 
his way he crossed a bridge over a river. He looked at the 
water and saw his shadow in it. He thought that it was 
another dog with another piece of meat. The dog wanted to 
get that meat, too. When he barked at his shadow, he 
dropped the meat from his mouth. The meat fell into the 
water and the dog could not get it again. 
 

 



英語の正道 J1 01-001 268

Unit 27-D  犬犬犬犬とととと影影影影 
 

犬と影 
  かつて、犬がひときれの肉を手に入れました。彼は肉を口にくわえて家に帰りました。それを夕飯
に食べるつもりだったのです。途中で、彼は川にかかる橋を渡りました。彼は水を眺め、その中に自
分の影を見ました。彼は、それが別のひときれの肉をくわえた別の犬だと思いました。犬はその肉も
ほしいと思いました。彼が自分の影に向かってほえたとき、自分の口から肉を落としました。肉は水
の中に落ちて、犬は二度とそれを手に入れることができませんでした。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        名詞節名詞節名詞節名詞節とととと間接話法間接話法間接話法間接話法(2)  that(2)  that(2)  that(2)  that節節節節とととと時制時制時制時制のののの一致一致一致一致    
He thought thatthatthatthat it was another dog with another piece of meat. 
彼は、それが別のひときれの肉をくわえた別の犬だと思った。 
今回も、接続詞 thatで始まる節が名詞の働きをする文を学習します。He thought（彼は思った）の
後に that＋主語＋動詞が来て、that以下が彼が思った内容を表しています。 
日本語では「～であると彼は思った」のように、思った内容の部分は現在形で表します。しかし英語
では、彼が思った内容（それが別の犬だということ）は過去の同じ時点の話なので、that節の中の動
詞も thoughtに合わせて過去形になります。これを時制の一致といいます。 
He thinks that it is another dog.   彼はそれが別の犬だと思う。 
He thought that it was another dog.   彼はそれが別の犬だと思った。（wasを isとすると誤り） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
A A A A ddddog og og og once got once got once got once got a piece of meata piece of meata piece of meata piece of meat....    
◇ onceは「昔」「かつて」という意味です。 
◇ a piece of ～は「ひときれの～」という意味です。meatという名詞は数えられませんが、a piece 

of meat（ひときれの肉）、two pieces of meat（ふたきれの肉）のように数えることができます。 
He went baHe went baHe went baHe went back home ck home ck home ck home with the meat in his mouth.with the meat in his mouth.with the meat in his mouth.with the meat in his mouth.    
◇ with the meat in his mouthで「その肉を口の中に入れたままで」という意味になります。 
On his way On his way On his way On his way he crossed a bridge overhe crossed a bridge overhe crossed a bridge overhe crossed a bridge over a  a  a  a river.river.river.river.    
◇ on his wayは「途中で」という意味になります。 
◇ overは「～の上に」という前置詞ですが、onのように上に乗っていることを表すのではなく、離
れて上方にあることを表します。a bridge over a riverで「川にかかる橋」となります。 

When he barked at his shadow, he dropped When he barked at his shadow, he dropped When he barked at his shadow, he dropped When he barked at his shadow, he dropped thethethethe meat from his mouth. meat from his mouth. meat from his mouth. meat from his mouth.    
◇ bark at ～は「～に向かってほえる」という意味です。 
◇ droppedは dropの過去形で、規則動詞ですが、「アクセントのある短い母音＋子音」で終わる動
詞なので、子音を重ねて edをつけます。（例）stop→stopped 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(7)  (7)  (7)  (7)  !"(!"(!"(!"(のののの脱落脱落脱落脱落    
his、himなどの代名詞は普通弱く発音され、速く発音される場合には初めの!"(はほとんど聞こえま
せん。on his way、at his shadowなどの hisの発音に注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) He saw his shadow.   (2) He dropped the meat. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) He thought that I was angry with him.   
    (2) He thought that we were waiting for him at the airport. 
    (3) He thought that the goose was wonderful.    
    (4) He thought that she was a junior high school student. 
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Unit 27-E  Exercises (27) 
 
【１】（語法・選択）次のかっこ内の語句のうち正しいものを選びなさい。 
(1) I picked up a bill (on, in, to) my way to school. 
(2) He (doesn’t never wake, never wake, never wakes) up before six o’clock. 
(3) (First, At first) I could not speak English. Now I can speak it very well. 
 
【２】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) right : write = peace : (          ) 
(2) play : played = lay : (          ) 
(3) hope : hoped = stop : (          ) 
 
【３】（語句・多義語）次のかっこ内に共通の単語を入れなさい。 
(1) (          ) I went to the park, I saw your brother. 
   (          ) do you take a bath? 
(2) I think (          ) you are honest. 
   (          ) is your school, isn’t it? 
(3) Some days later, the battle was (          ). 
   He crossed the bridge (          ) the river. 
 
【４】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Let’s have lunch together (          )(          ). 
  いつかいっしょに昼食を食べましょう。 
(2) Mr. Ito (          )(          ) with the students. 
  伊藤先生はその生徒たちに腹を立てた。 
(3) Don’t (          ) me (          ) tomorrow morning. 
  明日の朝は起こさないでください。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) Betty and George made friends with each other. 
(2) The goose kept laying one egg a day. 
(3) Don’t speak with your mouth full. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私が彼の家に着いたとき、彼は宿題をしていました。 
(2) もしも明日雨が降れば、私たちは体育館でバスケットボールをするでしょう。 
(3) そのネズミがそのライオンを見つけることを私は希望します。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) found       (2) mouth      (3) drop 
   mountain      thought        wonderful 
 
【８】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
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【９】（リスニング）録音を聞いて正しいものを選びなさい。 
(1) 1. He found it in the school library.   2. He found it in the city library.    
   3. He found it in Tom’s house.   4. He found it in Keiko’s house.    
(2) 1. He teaches Akiko.   2. He teaches English.   3. He teaches Japanese. 
   4. He teaches us at school. 
(3) 1. At seven thirty.   2. At eight twenty.   3. Fifty minutes.   4. Thirty minutes. 
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
  There was once a king. He often visited many places around his country alone. One day 
in a small village he *saw a very old man. He was *digging in his garden. He was going to 
*plant a *young tree. The king stopped and watched him, and then said, “What kind of tree 
are you planting?” 
  The old man showed the young tree to the king. “This is an apple tree,” he said. 
  “An apple tree?” the king said in *surprise. “How old are you, *may I ask?” 
  “I am ninety years old,” the old man said. 
  “What!” the king said. “You are ninety years old, and you are planting a young tree! You 
will not get any *benefit. You will never see its apples.” 
  The old man *smiled and said, “Our *forefathers planted trees for us, and now we can eat 
the apples. I am doing the same thing for young people.” 
  The king said, “You are right, and I was wrong. You are doing a good thing. Good-bye.” 
（注）dig 掘る   plant 植える   young 若い   surprise 驚き    
      may I ask おたずねしますが   benefit 利益   smile ほほえむ   forefather 祖先 
 
QUESTIONS 
(1) What did the king often do? 
(2) Was the old man going to plant an apple tree? 
(3) How old was the old man? 
(4) Was the old man planting the tree for young people? 
(5) What did the king say to the old man *in the end?   （注）in the end 最後に 
 
 
 
■I love my love 
 
  英語で書かれた本や映画の中に、かけ言葉などの言葉遊びが使われていると日本語への翻訳が難し
くなります。Alice in Wonderland（不思議の国のアリス）は言葉遊びがふんだんに盛り込まれてい
る小説のひとつで、アリスのセリフの中に次のようなものがあります。 
 
  I love my love with an H because he is Happy.   
  I hate him with an H, because he is Hideous.  
  I fed him with Ham-sandwiches and Hay.  
  His name is Haigha, and he lives on the Hill. 
 
  私はＨで始まるあの人が好き。なぜならば彼は幸せだから。 
  私はＨで始まるあの人がきらい。なぜならば彼はひどいから。 
  私は彼にハム・サンドと干し草をあげた。 
  彼の名前はヘア。彼は丘に住んでいる。 
 



英語の正道 J1 01-001 271

Unit 28  Is Kanji Difficult? 
 

Unit 28-A  He also says kanji is difficult. 
    

 
 
 

 

 
Words & Phrases    
hard hard hard hard !")04;(        副    熱心に            difficult difficult difficult difficult !;7?*=A>$/(        形    難しい    
character character character character !=,&4#=/#4(        名    文字        feel feel feel feel !?*0$(        動    感じる    
    
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Are you studying Japanese? 
(2) When did a friend of yours come to Japan? 
 
Practice    
１．例にならって「～と彼は言います」という文を作りなさい。 
（例）Kanji is difficult. ⇒ He says kanji is difficult. 
(1) He’s stronger than I am.   (2) His dog never barks. 
(3) His mother is a housewife.   (4) He often goes back to his hometown. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I can’t read Japanese books at all. 
(1) 私はまったく中国語が話せません。(speak *Chinese) 
(2) 私はまったくピアノがひけません。(play the piano) 
(3) 私はまったく自転車に乗れません。(ride a bicycle) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Hiragana and katakana are not so difficult. 
(1) メンコと剣玉はそれほど難しくありません。(menko and kendama) 
(2) フランス語とスペイン語はそれほど難しくありません。(French and Spanish) 
(3) 数学と理科はそれほど難しくありません。(math and science) 
 
４．saysの発音に注意して言いなさい。 
  He says that it will rain tomorrow. 
  She says she wants to go abroad. 
 

 
A:  Paul, you are always studying Japanese very hard. 
P:  Yes, but I can’t read Japanese books at all. 
A:  Are Japanese characters difficult? 
P:  Well, hiragana and katakana are not so difficult. 
    But kanji is very difficult. 
    A friend of mine came to Japan three years ago, and he 

also says kanji is difficult. 
A:  Why do you feel that kanji is difficult? 
P:  Because there are many characters, and sometimes one 

character has many different sounds. 
 

A: 綾香  P: ポール 
ポールが部屋で日本語
の本を見ていると、綾香
が入って来ます。 
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Unit 28  漢字漢字漢字漢字はははは難難難難しいしいしいしい？？？？ 
 
Unit 28-A  漢字漢字漢字漢字がひらがなやがひらがなやがひらがなやがひらがなやカタカナカタカナカタカナカタカナよりもよりもよりもよりも難難難難しいしいしいしい理由理由理由理由 
 

A: 綾香  P: ポール 
A: ポール、あなたはいつも熱心に日本語を勉強しているわ。 
P: うん、でも僕は日本語の本をまったく読めないよ。 
A: 日本の文字は難しい？ 
P: うーん、ひらがなとカタカナはそれほど難しくない。でも漢字がとても難しい。 
   友達が３年前に日本に来たんだけど、彼も漢字が難しいと言っているよ。 
A: どうして漢字が難しいと感じるの？ 
P: 多くの文字があって、ときにはひとつの文字がたくさんのちがった音を持つからだよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        名詞節名詞節名詞節名詞節とととと間接話法間接話法間接話法間接話法(3)  (3)  (3)  (3)  名詞節名詞節名詞節名詞節をををを導導導導くくくく thatthatthatthatのののの省略省略省略省略    
He also says kanji is difficult.  彼もまた漢字は難しいと言います。 
「漢字は難しいと彼は言います」を thatを使って言うと、He says that kanji is difficult.となります
が、この thatは省略されて、He says kanji is difficult.となることがあります。 
I think that he is happy.  彼が幸せであると私は思います。 
＝ I think he is happy. 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Paul, you are always studying Japanese Paul, you are always studying Japanese Paul, you are always studying Japanese Paul, you are always studying Japanese very hard.very hard.very hard.very hard.    
◇ very hardは「非常に一生懸命に」という意味です。 
Yes, but I canYes, but I canYes, but I canYes, but I can’’’’t read Japanese books at all.t read Japanese books at all.t read Japanese books at all.t read Japanese books at all.    
◇ not ～ at allで「まったく～ない」という意味になります。I can’t read Japanese books at all.
は「私は日本語の本をまったく読めません」です。 

Are Japanese characters difficult?Are Japanese characters difficult?Are Japanese characters difficult?Are Japanese characters difficult?    
◇ characterは「文字」という意味で、Japanese charactersは「日本の文字」つまり漢字やかなを
指しています。 

◇ difficultは「難しい」という意味の形容詞で、反対語は easy（易しい）です。 
Well, Well, Well, Well, hiraganahiraganahiraganahiragana and  and  and  and katakanakatakanakatakanakatakana are not so difficult. are not so difficult. are not so difficult. are not so difficult.    
◇ soは「それほど」「そんなに」という意味で、not so difficultは「それほど難しくない」という意
味です。 

A friend of mine came to Japan three years ago, and he also says A friend of mine came to Japan three years ago, and he also says A friend of mine came to Japan three years ago, and he also says A friend of mine came to Japan three years ago, and he also says kanjikanjikanjikanji is is is is difficult. difficult. difficult. difficult.    
◇ 「私の友達」というときに my friendとすると友達がひとりしかいないように響く場合があるの
で、「友達のひとり」ということを明らかにするために a friend of mineという形にします。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        変化形変化形変化形変化形とととと熟語熟語熟語熟語のののの発音発音発音発音(14)  says(14)  says(14)  says(14)  saysのののの発音発音発音発音    
say !32*(に sがつくと saysになりますが（規則変化）、発音は!32F(となることに注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I am.   (2) He came to Japan three years ago. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) He says he’s stronger than I am. 
    (2) He says his dog never barks. 
    (3) He says his mother is a housewife. 
    (4) He says he often goes back to his hometown. 
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Unit 28-B  You know many kanji characters, don’t you? 
    

  

 
Words & Phrases    
scholar scholar scholar scholar !3=)&$#4(        名    学者            couple couple couple couple !=A&E$(        名    ふたつ    
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you know ten thousand kanji characters?    
(2) Does your father read many kanji characters? 
 
Practice    
１．例にならって付加疑問文を作りなさい。 
（例）You know many kanji characters. ⇒ You know many kanji characters, don’t you? 
(1) You play tennis every day.   (2) You can play the piano. 
(3) She was at the school gym.   (4) He bought a cat yesterday. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）You should write kanji often if you want to learn it. 
(1) 卵を手に入れたければ待つべきです。(wait, get eggs) 
(2) 元気になりたければ薬を飲むべきです。(take medicine, get well) 
(3) そこに早く着きたければ橋を渡るべきです。(cross the bridge, get there early) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Some scholars say there are two hundred thousand kanji. 
(1) 7000 の言語があるという学者もいます。(seven thousand languages) 
(2) 500 種類のりんごがあるという学者もいます。(five hundred kinds of apples) 
(3) 1500 の活火山があるという学者もいます。(one thousand five hundred *active *volcanoes) 
 
４．イントネーションに注意して言いなさい。 
  You know her well, don’t you?   He’s your brother, isn’t he? 

 
P:  How many kanji characters are there in the world? 
A:  Some scholars say there are two hundred thousand. 
P:  Oh, there are so many! 
    Do Japanese people remember all of them? 
A:  No. For example, I only know a couple of thousand kanji 

characters. 
P:  How about you, Mr. Yoshida? 
    You know many kanji characters, don’t you? 
O:  Yes. I can read many kanji characters, but I can’t write 

some of them. 
P:  Why is that? 
O:  Because I often use a computer. 
    I can always choose the right characters, but sometimes 

I can’t write them. 
A:  You should write kanji often if you want to learn it. 
 

P: ポール  A: 綾香   
O: 綾香の父 
綾香が漢字をいくつ知
っているかポールは興
味を持っています。 
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Unit 28-B  漢字漢字漢字漢字はははは全部全部全部全部でいくつあるかでいくつあるかでいくつあるかでいくつあるか 
 

P: ポール  A: 綾香  O: 綾香の父 
P: 世界に漢字はいくつあるの？ 
A: 二十万個あるという学者もいるわ。 
P: えー、そんなにたくさん！ 日本人はそれらを全部覚えているの？ 
A: いいえ。たとえば、私はたった２、３千の漢字しか知らないわ。 
P: 吉田さんはどうですか？ たくさん漢字を知っていますよね。 
O: うん。私はたくさんの漢字が読めるけど、それらのうち書けないものもいくつかあるよ。 
P: それはどうして？ 
O: 私はコンピューターをよく使うからだよ。 
   私はいつも正しい字を選べるけれど、それを書けないことがときどきあるよ。 
A: 漢字を習得したいならば、よく漢字を書くべきね。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        疑問文疑問文疑問文疑問文(24)  (24)  (24)  (24)  付加疑問文付加疑問文付加疑問文付加疑問文（（（（肯定文肯定文肯定文肯定文のののの場合場合場合場合））））    
You know many kanji characters, don’t you?  あなたは多くの漢字の文字を知っていますね。 
You know ～という文の最後に don’t you?を追加すると、「～ですね」という確認・念押しを表し、
これを付加疑問文といいます。もとの文の主語・動詞によって疑問文の部分の言い方が決まります。 
You are a student, aren’t you?  あなたは学生ですね？ 
Naoki studies English, doesn’t he?  直樹は英語を勉強しますね？ 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Some scholars say there are two hundred thousand.Some scholars say there are two hundred thousand.Some scholars say there are two hundred thousand.Some scholars say there are two hundred thousand.    
◇ Some scholars say ～は「何人かの学者は～といいます」つまり「～という学者もいます」とい
う意味です。 

◇ two hundred thousandは 200×1000＝「20 万」です。 
Oh, there are so many!Oh, there are so many!Oh, there are so many!Oh, there are so many!    
◇ 「そんなにたくさん！」という驚きを表し、後に kanji charactersが省略されています。 
Do Do Do Do JapaneseJapaneseJapaneseJapanese    people people people people remember all of them?remember all of them?remember all of them?remember all of them?    
◇ rememberは「思い出す」という意味で習いましたが、ここは「覚えている」の意味になります。 
◇ all of themは「それら（二十万個の漢字）のすべて」という意味です。 
For example, I only know a couple of thousand kanji characters.For example, I only know a couple of thousand kanji characters.For example, I only know a couple of thousand kanji characters.For example, I only know a couple of thousand kanji characters.    
◇ a couple ofは「２～３の」という意味で、a couple of thousandは「２、３千の」となります。    
I can read many I can read many I can read many I can read many kanjikanjikanjikanji characterscharacterscharacterscharacters, but I can, but I can, but I can, but I can’’’’t write some of them.t write some of them.t write some of them.t write some of them.    
◇ I can’t write some of themは「私はそれら（自分が知っている多くの漢字）のうちいくつかを書
くことができない」という意味で、some の代わりに any とすると、not ～ any で「ひとつも書
けない」という別の意味になってしまいます。 

You should write You should write You should write You should write kanjikanjikanjikanji often if you want to learn it. often if you want to learn it. often if you want to learn it. often if you want to learn it.    
◇ learnは「学ぶ」ですが、「身につける」というニュアンスも含んでいます。 
◇ ifや whenで始まる副詞節は、このように後に来ることもあります。if節を前に持ってくると、If 

you want to learn kanji, you should write it often.となります。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        イントネーションイントネーションイントネーションイントネーション(20)  (20)  (20)  (20)  付加疑問文付加疑問文付加疑問文付加疑問文ののののイントネーションイントネーションイントネーションイントネーション    
付加疑問文は、軽い疑問を表す場合には上がり調子で、念押しの場合は下がり調子で発音します。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) No, I don’t.   (2) Yes, he does. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) You play tennis every day, don’t you?   (2) You can play the piano, can’t you? 
    (3) She was at the school gym, wasn’t she?   (4) He bought a cat yesterday, didn’t he? 
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Unit 28-C  The Japanese language is studied by two million people in 
the world. 

    
 

 
Words & Phrases    
millionmillionmillionmillion !+7$1#5(  名 百万   shapeshapeshapeshape !:2*E(  名 形 
homepagehomepagehomepagehomepage    !"%&'+E2>*;H(. 名 ホームページ meaningmeaningmeaningmeaning !+705*8(  名 意味     
taughttaughttaughttaught !/60/(  動 ((teachの過去形))  fishfishfishfish !?*:(  名 魚  
eyeeyeeyeeye !)*(  名 目  
 
Practice    
１．例にならって「～されます」という受動態の文を作りなさい。 
（例）Two million people study the Japanese language. 
  ⇒ The Japanese language is studied by two million people. 
(1) Most students use this library.   (2) Everyone likes Ms. White. 
(3) Some children learn French.   (4) Many Japanese people love pandas. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）This kanji looks like an eye. 
(1) この漢字は口のように見えます。(a mouth) 
(2) この漢字は耳のように見えます。(an *ear) 
(3) この漢字は鼻のように見えます。(a *nose) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Can you say the meaning of this kanji? 
(1) この単語の意味を言えますか？ (word)   (2) この標識の意味を言えますか？ (sign) 
(3) この歌の意味を言えますか？ (song) 
 
４．!5(＋!1(の発音に注意して言いなさい。 
  Can you show me your picture?   
  I’m a thirteen-year-old Japanese girl. 

 
G:  The Japanese language is studied by two million people 

in the world. 
M:  Really? I didn’t know that. 
G:  Look at my computer. This homepage is very popular. 
    The title is “Let’s learn kanji.” 
    It’s used by many students in Britain. 
M:  Oh, it has lots of pictures. 
G:  These pictures taught me many interesting things. 
    For example, this kanji looks like an eye. 
    And the character really means an eye! 
M:  You found a very good example. 
    Many characters have the shape of their meaning. 
    George, can you say the meaning of this kanji? 
G:  Oh, it’s a fish! The character looks like a fish. 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
ジョージのパソコンに
は漢字学習のホームペ
ージが映し出されてい
ます。 
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Unit 28-C  漢字漢字漢字漢字のののの成成成成りりりり立立立立ちちちち 
 

G: ジョージ  M: 美咲 
G: 日本語は世界で二百万人に学ばれているよ。 
M: 本当？ 知らなかったわ。 
G: 僕のコンピューターを見て。このホームページはとても人気があるよ。 
   タイトルは「漢字を学ぼう」。イギリスの多くの学生に使われているんだ。 
M: まあ、絵がたくさんあるのね。 
G: これらの絵は、僕にたくさんのおもしろいことを教えてくれたよ。 
   たとえば、この漢字は目みたいに見えるよね。そして、その字は本当に目という意味なんだ！ 
M: とてもいい例を発見したわね。多くの漢字はその形に由来するのよ。 
   ジョージ、この漢字の意味を言える？ 
G: あ、それは魚だ！ 文字が魚みたいに見えるよ。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        受動態受動態受動態受動態(1(1(1(1)  )  )  )  現在時制現在時制現在時制現在時制のののの受動態受動態受動態受動態    
The Japanese language is studied by  is studied by  is studied by  is studied by two million people in the world.    
日本語は世界で二百万人によって勉強されています。 
「～される」という受動態（受身）の表現を学習します。受動態を作るには、「be動詞＋動詞の過去
分詞」という形にします。過去分詞は、規則動詞の場合は過去形と同じ形になります。また、動作の
主体を表すには、「～によって」という意味の前置詞 byを使います。 
Many people study English.  多くの人々は英語を勉強します。（能動態） 
English is studied by many people.  英語は多くの人々によって勉強されます。（受動態） 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
The Japanese language is studied by two million people in the world.The Japanese language is studied by two million people in the world.The Japanese language is studied by two million people in the world.The Japanese language is studied by two million people in the world.    
◇ Japaneseだけでも「日本語」という意味になりますが、同時に「日本人」という意味にもなるの
で、誤解されないようにするにはこのように the Japanese languageとします。 

◇ millionは「百万（1,000,000）」で、「二百万」は two millionとします。 
I didnI didnI didnI didn’’’’t know that.t know that.t know that.t know that.    
◇ 相手の言ったことに対して「それは知りませんでした」と反応するときの表現です。 
These pictures taught me many interesting things.These pictures taught me many interesting things.These pictures taught me many interesting things.These pictures taught me many interesting things.    
◇ teach me many interesting thingsで「私に多くのおもしろいことを教える」という意味になり
ます。teachはこのように目的語をふたつ（meと many interesting things）とる形になり得ます。 

For example, this For example, this For example, this For example, this kanjikanjikanjikanji looks like an eye. looks like an eye. looks like an eye. looks like an eye.    
◇ look はすでに習ったように（Unit24-A）「～に見える」という意味ですが、後に名詞が来て「～
のように見える」「～に似ている」と言うときは likeを入れて look like ～にするのが普通です。 

George, can you say the meaning of this George, can you say the meaning of this George, can you say the meaning of this George, can you say the meaning of this kanjikanjikanjikanji????    
◇ 「この漢字の意味を言うことができますか？」つまり「この漢字の意味がわかりますか？」と聞
いています。 

◇ meanは「意味する」という動詞であり、「意味」という名詞はmeaningとする必要があります。 
    
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(8)  (8)  (8)  (8)  !5(!5(!5(!5(＋＋＋＋!1(!1(!1(!1(    
!5(の後に半母音の!1(が来る場合には、母音が続く場合と同じようにひとつのかたまりに聞こえます。
Can youは「キャンユー」ではなく「キャニュー」に近い音になります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) This library is used by most students.   (2) Ms. White is liked by everyone. 
    (3) French is learned by some children.   (4) Pandas are loved by many Japanese people. 
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Unit 28-D  Kanji was made in China. 
    

 

 
Words & Phrases    
Chinese Chinese Chinese Chinese !/:)>*570F(        形    中国の        both both both both !@%'D(        形    両方の    
China China China China !/:)&*5#(        名    中国            toilet toilet toilet toilet !/6&*$*/(        名    トイレ    
import import import import !*+E6&04/(        動    輸入する        paper paper paper paper !E2&*E#4(        名    紙    
written written written written !47/5(        動    ((writeの過去分詞))        believe believe believe believe !@*$70C(        動    信じる    
    
Questions（Ｚのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) What is the English for “kanji”? 
(2) Was kanji made in Japan? 
 
Practice    
１．例にならって「～されました」という過去の受動態の文を作りなさい。 
（例）Chinese people made kanji. ⇒ Kanji was made by Chinese people. 
(1) Takuya used this pencil.   (2) The farmer killed the goose. 
(3) Ayaka made these apple pies.   (4) The mouse helped the lion. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What’s the English for “kanji”? ---- It’s “Chinese character.” 
(1) 「たこ」にあたる英語は何ですか？ ― octopusです。 (“tako”, *octopus) 
(2) 「えび」にあたる英語は何ですか？ ― shrimpです。 (“ebi”, *shrimp) 
(3) 「かに」にあたる英語は何ですか？ ― crabです。 (“kani”, *crab) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Kanji was made in China. 
(1) ひらがなは日本で作られました。(hiragana, Japan) 
(2) ハングルは朝鮮で作られました。(*Hangul, *Korea) 
(3) アルファベットはローマで作られました。(the *alphabet, *Rome) 
 
４．!/4(の発音に注意して言いなさい。 
  country   train   treasure   Australia 

 
T:  What’s the English for “kanji”? 
Z:  It’s “Chinese character.” 
G:  Isn’t it “Japanese character”? 
Z:  No, kanji was made in China. 
T:  Many things were imported from China, but kanji may 

be the greatest thing. 
Z:  Kanji is written in both countries, but some kanji have 

different meanings. 
   Do you know the meaning of this word, George? 
G:  Yes, it means “letter.” 
Z:  That’s right. But in Chinese it means “toilet paper.” 
G:  I can’t believe it! 
 

T: 拓也  Z: 周先生   
G: ジョージ  
中国語の周先生が加わ
って漢字の話をしてい
ます。 
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Unit 28-D  日本日本日本日本とととと中国中国中国中国でででで意味意味意味意味がちがうがちがうがちがうがちがう漢字漢字漢字漢字があるがあるがあるがある 
 

T: 拓也  Z: 周先生  G: ジョージ  
T: 「漢字」にあたる英語は何ですか？ 
Z: Chinese character（中国の文字）よ。 
G: Japanese character（日本の文字）ではないの？ 
Z: ちがうわ。漢字は中国で作られたのよ。 
T: 多くの物が中国から輸入されたけれど、漢字はもっとも大きなものかもしれないな。 
Z: 漢字は両方の国で書かれているけれど、ちがう意味を持つ漢字もあるのよ。 
   ジョージ、この漢字の意味を知っている？ 
G: はい、「手紙」という意味ですよ。 
Z: 正解。でも中国語では「トイレット・ペーパー」の意味なのよ。 
G: 信じられない！ 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        受動態受動態受動態受動態((((2222)  )  )  )  過去時制過去時制過去時制過去時制のののの受動態受動態受動態受動態    
Kanji was madewas madewas madewas made in China.  漢字は中国で作られました。 
「～された」という過去の受動態を表すには、be動詞を過去形にします。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
WhatWhatWhatWhat’’’’s the English for s the English for s the English for s the English for ““““kanjikanjikanjikanji””””????    
◇ the English for “kanji”で「『漢字』に相当する英語」となります。このとき、the Englishのよう
に theがつくことに注意してください。 

ItItItIt’’’’s s s s ““““Chinese character.Chinese character.Chinese character.Chinese character.””””    
◇ Chineseは「中国の」という形容詞で、Chinese characterは「中国の文字」という意味です。 
No,No,No,No, kanji kanji kanji kanji was made in China. was made in China. was made in China. was made in China.    
◇ Isn’t it ～?という否定の疑問文に対する答えです。日本語では「はい（～ではありません）」です
が、英語では事実が否定であれば、答えは Noになります。 

◇ madeは不規則動詞 makeの過去分詞で、過去形と同じ形になります。 
◇ これは受動態の文ですが、「～によって」という動作の主体を表す by ～が省略されています。こ
のように、動作の主体を明らかにしない場合が非常に多くあります。 

KanjiKanjiKanjiKanji is written in both countries, but some  is written in both countries, but some  is written in both countries, but some  is written in both countries, but some kanjikanjikanjikanji have diffe have diffe have diffe have different meanings.rent meanings.rent meanings.rent meanings.    
◇ writtenは writeの過去分詞です。過去形は wroteで、write（原形） ― wrote（過去形） ― written
（過去分詞）というように形がすべて変わる動詞です。⇒巻末資料「不規則動詞変化表」参照。 

◇ bothは「両方の」という意味で、both countries（両方の国）は日本と中国を指します。 
But in Chinese, it means But in Chinese, it means But in Chinese, it means But in Chinese, it means ““““toilet paper.toilet paper.toilet paper.toilet paper.””””    
◇ Chineseは、ここでは「中国語」という名詞で使われています。 
I cI cI cI canananan’’’’t believe it!t believe it!t believe it!t believe it!    
◇ 「信じられない！」という驚きや疑いの表現です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(9)  (9)  (9)  (9)  !/4(!/4(!/4(!/4(のののの発音発音発音発音    
ふたつの子音!/(と!4(が続けて発音されるときの音に注意してください。countryが「カントリー」の
ように!/(と!4(の間に母音が入ってしまわないようにすることが大切です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It’s “Chinese character.”   (2) No, it wasn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) This pencil was used by Takuya.   (2) The goose was killed by the farmer. 
    (3) These apple pies were made by Ayaka.   (4) The lion was helped by the mouse. 
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Unit 28-E  Exercises (28) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) English is studied by many students. （付加疑問文に） 
(2) Picasso made this sculpture. （受動態の文に） 
(3) Japanese people write hiragana. （受動態の文に） 
 
【２】（語句・多義語）次のかっこ内に共通の単語を入れなさい。 
(1) Is this book yours? ---- No, it’s not (          ). 
   A friend of (          ) came to my house yesterday. 
(2) (          ) example, this kanji means toilet paper. 
   I don’t know the English (          ) “kakizome.” 
(3) I like math, science, social studies and (          ) on. 
   This box is heavy, but this bag is not (          ) heavy. 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) I can’t speak Chinese (          )(          ). 
  私は中国語がまったく話せません。 
(2) Many things were (          )(          ) China. 
  多くの物が中国から輸入されました。 
(3) This doll (          )(          ) a real girl. 
  この人形は本物の少女のように見えます。 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: How many kanji are there in the world? 
B: (1)Some scholars say there are ninety thousand. 
A: Oh, there are so many! (2)Do Japanese people remember all of them? 
B: No, I only know (3)a couple of thousand kanji. 
(1) 下線部の sayの後に省略されている単語を答えなさい。 
(2) 下線部を、themの具体的内容を示しながら日本語に直しなさい。 
(3) 下線部の意味を次から選びなさい。 
  1. 千   2. 二千～三千   3. 一万   4. 二万～三万 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) This book will teach you many important things. 
(2) I can read many kanji, but I can’t read some of them. 
(3) You can borrow this book if you like it. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) あなたはとても一生懸命にテニスを練習しなければなりません。 
(2) この鉛筆は中国で作られました。 
(3) あなたはこの単語の意味を知っていますよね？ 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) character       (2) couple      (3) said 
   scholar            country        says 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) dif-fi-cult   (2) char-ac-ter   (3) be-lieve 
   1  2  3        1   2  3       1   2   
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Jane:   Hello, everyone. I’m from *Scotland. Do you know anything about Scotland? 
Takuya: No, I don’t. 
Jane:   You said you don’t know anything, but I think you do.  
        There is a famous story about a boy.  
        A lot of children *all over the world know his name. His story became a movie. 
        He and his friends study at a *magic school. Do you know the story? 
Ayaka:  Is it “Harry Potter”? 
Jane:   That’s right. The *writer lived near my house in Scotland. 
Naoki:  Really? I read the book in Japanese and also watched the movie.  
        It was very *exciting. 
Jane:   That’s great. The story gives *dreams to children all over the world.  
        I hope you will read it in English in the future. 
Naoki:  I will try it. 
（注）Scotland スコットランド   all over the world 世界中   magic 魔法   writer 作者    
      exciting 興奮させる   dream 夢 
 
QUESTIONS 
(1) Where is Jane from?   (2) Is “Harry Potter” a famous story? 
(3) Did Naoki watch the movie of “Harry Potter”? 
(4) Did Naoki read “Harry Potter” in English?   (5) What does Jane hope? 
 
 
 
■キーボード入力の練習に良い英文 
 
  キーボードを速く打てるようになるために、次のような文を打つ練習をすると良いと言われます。 
  A quick brown fox jumps over a lazy dog.  
  意味は「素早い茶色いキツネが怠け者の犬を飛び越える」という他愛のないものですが、この文を
ワープロで打つと、アルファベット 26 文字すべてを使うのでキー入力の練習になっていることがわ
かります。ただし、この文は a、oなど何度も使う文字もあります。26 文字のアルファベットをすべ
て１度ずつ使った英文（さしずめ日本の「いろは歌」のようなもの）という条件にすると、作るのが
非常に難しくなりますが、次のようなものが知られています。 
  Mr. Jock, TV quiz Ph. D., bags few lynx. 
  母音が５回（ｙを入れると６回）しか使えないのが苦しく、TV や Ph.D.などどうしても略語が多
くなってしまいます。英文の意味も「テレビのクイズ博士のジョック氏はヤマネコを少ししか袋に入
れない」という意味不明のもので、いろは歌のような詩はおろか、まともな文章を作るのもかなり困
難といえます。 
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Unit 29  Cartoons and Science Fiction 
 
Unit 29-A  I think Doraemon is more interesting than Pokemon. 
    

 

 
Words & Phrases    
farewell farewell farewell farewell !?I>#4B2&$(        名    別れ            comic comic comic comic !=)&+*=(        名    漫画    
drama drama drama drama !;4)&0+#(        名    劇            more more more more !+604(        副    もっと ((比較級を作る語))    
cartooncartooncartooncartoon    !=)04/'&05(        名    漫画       
    
Practice    
１．例にならって「ＡはＢよりも～です」という比較級の文を作りなさい。 
（例）Doraemon, interesting, Pokemon ⇒ Doraemon is more interesting than Pokemon. 
(1) kanji, difficult, kana   (2) roses, beautiful, cosmoses 
(3) the red light, important, the green light   (4) potatoes, delicious, bananas 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Snoopy is the most popular comic character in the United States. 
(1) エルビス・プレスリーは米国でもっとも人気のある歌手です。(Elvis Presley, singer) 
(2) ハリソン・フォードは米国でもっとも人気のある俳優です。(Harrison Ford, actor) 
(3) ジーン・ポーターは米国でもっとも人気のある作家です。(Gene Porter, *writer) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）We should choose a Japanese character. 
(1) 私たちは新しい教科書を選ぶべきです。(a new textbook) 
(2) 私たちは安全なおもちゃを選ぶべきです。(*safe toys)    
(3) 私たちは新鮮な野菜を選ぶべきです。(*fresh vegetables) 
 
４．!E$(と!E4(、!@$(と!@4(のちがいに注意して言いなさい。 
  play !E$2*( plays !E$2*F( bleed !@$*0;( blink !@$*8=( 
  pray !E42*( praise !E42*F( breed !@4*0;( brink !@4*8=( 

 
G:  What are you talking about? 
H:  We’re talking about Paul’s farewell party. 
    He’s going back to the United States this March. 
G:  What are you going to do at the party? 
H:  We’re going to play an English drama about a famous 

cartoon character. 
N:  I want to play Snoopy. 
    It’s the most popular comic character in the U.S. 
H:  No, we’re in Japan.  
    We should choose a Japanese character. 
    How about Pokemon? 
    Pokemon is very popular in the United States. 
T:  I think Doraemon is more interesting than Pokemon. 
 

G: ジョージ  H: ヘレン 
N: 直樹  T: 拓也 
昼休みに教室で話し合い
をしていると、ジョージが
通りかかりました。 
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Unit 29  漫画漫画漫画漫画ととととＳＦＳＦＳＦＳＦ 
 
Unit 29-A  ポケモンポケモンポケモンポケモンかかかかドラドラドラドラえもんかえもんかえもんかえもんか 
 

G: ジョージ  H: ヘレン  N: 直樹  T: 拓也 
G: 何を話しているの？ 
H: ポールの送別パーティーについて話しているのよ。彼は３月にアメリカに帰るの。 
G: パーティーで何をするつもり？ 
H: 有名な漫画の登場人物の英語劇を上演するつもりなのよ。 
N: 僕はスヌーピーの劇をやりたいな。アメリカでもっとも人気のある漫画のキャラクターだから。 
H: だめよ、ここは日本よ。日本のキャラクターを選ぶべきだわ。 
   ポケモンはどうかしら。アメリカでとても人気があるの。 
T: 僕は、ポケモンよりドラえもんのほうがおもしろいと思うな。 
 
 
文文文文法法法法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(5)  more(5)  more(5)  more(5)  more・・・・mostmostmostmostをををを使使使使うううう比較級比較級比較級比較級・・・・最上級最上級最上級最上級    
I think Doraemon is more interestingmore interestingmore interestingmore interesting than Pokemon. 
ドラえもんはポケモンよりもおもしろいと私は思います。 
長い形容詞（原則は３音節以上）の比較級は、er をつける代わりに形容詞の前に more をつけます。
また、最上級を作る場合は、est をつける代わりに形容詞の前に most をつけます。⇒巻末資料「形
容詞・副詞の比較級・最上級の作り方」参照。 
Doraemon is more interesting than Pokemon.  ドラえもんはポケモンよりおもしろいです。 
Snoopy is the most popular comic character in the United States. 
  スヌーピーはアメリカ合衆国でもっとも人気のある漫画の主人公です。    
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What are you talking about?What are you talking about?What are you talking about?What are you talking about?    
◇ talk about ～で「～について話し合う」という意味になります。目的語の部分が whatになって
前に出ているので、文が前置詞で終わる形になっています。全体で「何について話し合っているの
ですか？」となります。 

WeWeWeWe’’’’re talking about Paulre talking about Paulre talking about Paulre talking about Paul’’’’s farewell party.s farewell party.s farewell party.s farewell party.    
◇ farewell partyは「送別会」のことです。 
WeWeWeWe’’’’re going to play an English drama about a famous cartoon character.re going to play an English drama about a famous cartoon character.re going to play an English drama about a famous cartoon character.re going to play an English drama about a famous cartoon character.    
◇ play an English dramaで「英語劇を演じる」となります。 
ItItItIt’’’’s the most popular comic character in the Us the most popular comic character in the Us the most popular comic character in the Us the most popular comic character in the U.S..S..S..S.    
◇ comic characterは「漫画の登場人物」のことで、characterは「登場人物」です。 
I think Doraemon is more interesting than Pokemon.I think Doraemon is more interesting than Pokemon.I think Doraemon is more interesting than Pokemon.I think Doraemon is more interesting than Pokemon.    
◇ I thinkを文の前につけると、「～であると私は思います」となり、ていねいで控えめに自分の意
見を言う表現になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(10)  (10)  (10)  (10)  !E$(!E$(!E$(!E$(とととと!E4(!E4(!E4(!E4(、、、、!@$(!@$(!@$(!@$(とととと!@4(!@4(!@4(!@4(のちがいのちがいのちがいのちがい    
playと pray（祈る）のちがいに注意してください。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Kanji is more difficult than kana.   (2) Roses are more beautiful than cosmoses. 
    (3) The red light is more important than the green light. 
    (4) Potatoes are more delicious than bananas. 
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Unit 29-B  I think Tetsuwan Atom is better than Doraemon. 
    

 

 
Words & Phrases    
betterbetterbetterbetter    !@2&/#4(        形    ((goodの比較級))        agree agree agree agree !#9470(        動    賛成する    
known known known known !5%'5(        動    ((knowの過去分詞))    idea idea idea idea !)*;70#(        名    考え    
opinion opinion opinion opinion !#E751#5(        名    意見            best best best best !@23/(        形    ((goodの最上級))    
    
Questions（Ａのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Whose idea is the best of the four? 
(2) Is Tetsuwan Atom famous in the United States? 
 
Practice    
１．例にならって「この～はあれよりも良いです」という文を作りなさい。 
（例）comic book ⇒ This comic book is better than that one. 
(1) story    
(2) program    
(3) homepage    
(4) video 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）His idea is the best of the four. 
(1) 彼の意見は４つの中で一番です。(opinion) 
(2) 彼のスピーチは４つの中で一番です。(*speech) 
(3) 彼の作文は４つの中で一番です。(*composition) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Tetsuwan Atom is known to many people in the U.S. 
(1) ドラえもんは中国の多くの人々に知られています。(Doraemon, China) 
(2) 相撲はフランスの多くの人々に知られています。(sumo, France) 
(3) おにぎりはハワイの多くの人々に知られています。(onigiri, Hawaii) 
 
４．!;4(の発音に注意して言いなさい。 
  drama   drink   driver   draw 

 
H:  What do you think, Kenta? 
K:  Well, Doraemon is very popular among Japanese 

children. 
    It’s also read by many people in Asia, but it’s not so 

famous in the United States. 
    I think Tetsuwan Atom is better than Doraemon. 
    He is known as “Astro Boy” in the United States. 
H:  What’s your opinion on this, Ayaka? 
A:  I agree with Kenta. His idea is the best of the four. 
    Tetsuwan Atom is known to many people in the U.S. 
    So I believe Paul will like our drama. 
 

H: ヘレン  K: 健太 
A: 綾香 
劇の内容についての話
し合いが続いていま
す。 
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Unit 29-B  鉄腕鉄腕鉄腕鉄腕アトムアトムアトムアトムのののの英語劇英語劇英語劇英語劇 
 

H: ヘレン  K: 健太  A: 綾香 
H: 健太、あなたはどう思う？ 
K: そうだな。ドラえもんは日本の子どもたちにとても人気がある。 
   アジアの多くの人にも読まれているよ。でも、米国ではそれほど有名じゃないんだ。 
   僕は、鉄腕アトムのほうがドラえもんよりもいいと思う。 
   アトムは米国では「アストロ・ボーイ」として知られているんだ。 
H: 綾香、あなたの意見はどう？ 
A: 私は健太に賛成よ。彼の案が４つの中で一番だわ。 
   鉄腕アトムはアメリカのおおぜいの人々に知られているの。 
   だから、ポールはきっと私たちの劇を気に入ってくれると信じる。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(6)  (6)  (6)  (6)  比較級比較級比較級比較級・・・・最上級最上級最上級最上級のののの不規則変化不規則変化不規則変化不規則変化    
I think Tetsuwan Atom is betterbetterbetterbetter than Doraemon.  鉄腕アトムはドラえもんよりも良いと思います。 
形容詞の比較変化には、単純に er、est をつけるもののほかに、不規則変化をするものがあります。
たとえば、good（良い）はその例で、比較級は better（より良い）、最上級は best（もっとも良い）
となります。⇒巻末資料「形容詞・副詞の比較級・最上級の作り方」参照。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
What do you think, Kenta?What do you think, Kenta?What do you think, Kenta?What do you think, Kenta?    
◇ 「あなたは何を思いますか？」つまり「どう思いますか？」と意見を求める言い方です。日本語
では「どう思う？」になりますが、英語では howでなく whatであることに注意してください。 

He is He is He is He is known as known as known as known as ““““Astro BoyAstro BoyAstro BoyAstro Boy”””” in the United States. in the United States. in the United States. in the United States.    
◇ knownは knowの過去分詞で、「知られる」という受動態の文になっています。 
◇ asは「～として」という意味の前置詞です。be known as ～で「～として知られる」という意味
になります。 

WhatWhatWhatWhat’’’’s your opinions your opinions your opinions your opinion on this on this on this on this, Ayaka?, Ayaka?, Ayaka?, Ayaka?    
◇ 「あなたの意見は何ですか？」つまりWhat do you think?と同じように意見を求める表現です。 
I agree with Kenta.I agree with Kenta.I agree with Kenta.I agree with Kenta.    
◇ agree withの後に人が来ると「～に賛成する」という意味になり、他人の意見への賛成を示す表
現になります。 

His idea is the best of the four.His idea is the best of the four.His idea is the best of the four.His idea is the best of the four.    
◇ この ofは「～のうちで」という意味で、「４つ（の意見）のうちで」ということになります。 
Tetsuwan Atom is known to many people in the Tetsuwan Atom is known to many people in the Tetsuwan Atom is known to many people in the Tetsuwan Atom is known to many people in the U.SU.SU.SU.S....    
◇ Many people know Tetsuwan Atom.を受動態にした文で、knownの後は byではなく toが使わ
れることに注意が必要です。be known to ～で「～に知られる」という意味になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(11)  (11)  (11)  (11)  !;4(!;4(!;4(!;4(のののの発音発音発音発音    
ふたつの子音!;(と!4(が続けて発音されるときの音に注意してください。drama が「ドラマ」のよう
に!;(と!4(の間に母音が入ってしまわないようにすることが大切です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Kenta’s idea is.   (2) Yes, it is. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) This story is better than that one.   (2) This program is better than that one.    
    (3) This homepage is better than that one.   (4) This video is better than that one.    
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Unit 29-C  He can fly faster than a bullet. 
    

 

 
Words & Phrases    
child child child child !/:)*$;(        名    子ども            hero hero hero hero !"7#4%'(        名    英雄    
adventureadventureadventureadventure    !#;C2&5/:#4(        名    冒険        anyway anyway anyway anyway !2&5*B2>*(        副    とにかく    
bullet bullet bullet bullet !@'&$*/(        名    弾丸            anyone anyone anyone anyone !2&5*BA5(        代    ((疑問文で)) 誰か 
 
Questions（Ｐのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Do you like science fiction movies?   (2) Can Superman fly faster than a bullet? 
 
Practice    
１．例にならって副詞の比較級を使った比較の文を作りなさい。 
（例）He can fly fast. (a bullet) ⇒ He can fly faster than a bullet. 
(1) She walks fast. (her brother)   (2) I get up early. (Helen) 
(3) Naoki studies hard. (you)   (4) Ms. White speaks slowly. (Mr. Saito) 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）How did you like our drama? 
(1) その映画はどうでしたか？ (the movie)   (2) そのショーはどうでしたか？ (the show) 
(3) そのビデオはどうでしたか？ (the video) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I can run the fastest in our class. 
(1) 私はクラスでもっとも速く泳ぐことができます。(swim) 
(2) 私はクラスでもっとも速くスケートをすることができます。(*skate) 
(3) 私はクラスでもっとも速くスキーをすることができます。(*ski) 
 
４．!?$(と!?4(、!=$(と!=4(、!9$(と!94(のちがいに注意して言いなさい。 
  fly !?$)*( flute !?$'0/( clash !=$,:( glass !9$,3( 
  fry !?4)*( fruit !?4'0/( crash !=4,:( grass !94,3( 

 
A:  How did you like our drama, Paul? 
P:  I enjoyed it very much.  
    I loved Astro Boy when I was a child. 
A:  I didn’t know that. 
P:  I also like adventure movies. 
    Last week I saw “Superman” on video.  
    He can fly faster than a bullet. 
G:  Superman is an old story, so most of the new heroes can 

fly faster than Superman. 
A:  Anyway, I want to make a drama about Superman next 

time. 
    Does anyone want to be Superman? 
S:  I want to be Superman. 
    I can’t fly, but I can run the fastest in our class. 
 

A: 綾香  P: ポール  
G: ジョージ  S: 翔平 
綾香たちの劇「鉄腕ア
トム」は無事終わり、
ポールに感想を聞きに
行きました。 
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Unit 29-C  スーパーマンスーパーマンスーパーマンスーパーマンのののの映画映画映画映画 
 

A: 綾香  P: ポール  G: ジョージ  S: 翔平 
A: ポール、私たちの劇、どうだった？ 
P: とても楽しかったよ。子どものとき、アストロ・ボーイは大好きだったんだ。 
A: それは知らなかったわ。 
P: 僕は冒険映画も好きだよ。先週はビデオで「スーパーマン」を見た。 
   彼は弾丸より速く飛べるんだ。 
G: スーパーマンは古い話だから、たいていの新しいヒーローはスーパーマンよりも速く飛べるな。 
A: とにかく、私は次回はスーパーマンの劇を作りたいな。誰かスーパーマンになりたい人いる？ 
S: 僕、スーパーマンになりたい。僕は飛べないけれど、クラスで一番速く走れるからね。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(7)  (7)  (7)  (7)  副詞副詞副詞副詞のののの比較級比較級比較級比較級・・・・最上級最上級最上級最上級    
He can fly fasterfasterfasterfaster than a bullet.  彼は弾丸よりも速く飛べます。 
形容詞と同じように、副詞にも比較変化があります。たとえば fast（速く）は比較級が faster（より
速く）、最上級が fastest（もっとも速く）です。長い副詞（原則３音節以上）の場合には、形容詞の
場合と同じようにmore、mostをつけます。また、副詞の最上級の文では、theを省略可能です。 
I can run faster than Paul.  私はポールよりも速く走れます。 
I can run (the) fastest in our class.  私はクラスでもっとも速く走れます。    
  
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
How did you like our drama, Paul?How did you like our drama, Paul?How did you like our drama, Paul?How did you like our drama, Paul?    
◇ How did you like ～?は「～はどうでしたか？」と感想を聞くときの表現です。 
I loved Astro Boy when I was a child.I loved Astro Boy when I was a child.I loved Astro Boy when I was a child.I loved Astro Boy when I was a child.    
◇ when I was a childは「私が子どもだったときに」つまり「子ども時代には」という意味です。 
Last week I saw Last week I saw Last week I saw Last week I saw ““““SupermanSupermanSupermanSuperman”””” on video. on video. on video. on video.    
◇ on videoは「ビデオで」という意味です。    
Superman is an old story, so most of the new heroes can fly faster than Superman.Superman is an old story, so most of the new heroes can fly faster than Superman.Superman is an old story, so most of the new heroes can fly faster than Superman.Superman is an old story, so most of the new heroes can fly faster than Superman.    
◇ most of the new heroesは「新しいヒーローのほとんどは」という意味で、mostは「大部分」と
いう意味の代名詞として使われています。most ofの後に theを入れることに注意が必要です。 

Does Does Does Does anyone want to be Superman?anyone want to be Superman?anyone want to be Superman?anyone want to be Superman?    
◇ anyoneは「誰か」という意味で someoneと同じですが、anyoneは疑問文で「（誰でもいいので）
誰か～する人はいますか？」というニュアンスで使うことができます。 

◇ be Supermanは「スーパーマンになる」という意味で、beは becomeと同じような意味で使われ
ます。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(12)  (12)  (12)  (12)  !?$(!?$(!?$(!?$(とととと!?4(!?4(!?4(!?4(、、、、!=$(!=$(!=$(!=$(とととと!=4(!=4(!=4(!=4(、、、、!9$(!9$(!9$(!9$(とととと!94(!94(!94(!94(のちがいのちがいのちがいのちがい    
flyと fry（フライ、揚げる）のちがいに注意して発音してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) Yes, I do.   (2) Yes, he can. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) She walks faster than her brother.    
    (2) I get up earlier than Helen. 
    (3) Naoki studies harder than you. 
    (4) Ms. White speaks more slowly than Mr. Saito. 
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Unit 29-D  Which do you like better, science fiction or detective stories? 
    

 

 
Words & Phrases    
fan fan fan fan !?,5(        名    ファン            wrote wrote wrote wrote !4%'/(        動    ((writeの過去形))    
fiction fiction fiction fiction !?7=:#5(        名    作り   detective detective detective detective !;*/2&=/*C(        名    探偵 
writer writer writer writer !4)&*/#4(        名    作家                
 
Questions（Ｃのつもりで質問に答えなさい。） 
(1) Who was “Sherlock Homes” written by? 
(2) Do you like detective stories better than science fiction? 
 
Practice    
１．例にならって「ＡとＢではどちらが好きですか？」とたずねる文を作りなさい。 
（例）science fiction, detective stories  
⇒ Which do you like better, science fiction or detective stories? 
(1) dogs, cats   (2) fish, meat   (3) rivers, mountains   (4) English, math 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）I’m a great fan of science fiction. 
(1) 私はフットボールの大ファンです。(football) 
(2) 私はジャイアンツの大ファンです。(the Giants) 
(3) 私はポピュラー音楽の大ファンです。(*pop music) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）Which story do you like the best? 
(1) あなたはどの映画がいちばん好きですか？ (movie) 
(2) あなたはどの科目がいちばん好きですか？ (subject) 
(3) あなたはどのスポーツがいちばん好きですか？ (sport) 
 
４．下線部の発音に注意して言いなさい。 
  written   listen   lesson   open 

 
C:  Do you read science fiction books? 
F:  Yes, I’m a great fan of science fiction. 
C:  Which story do you like the best? 
F:  I like “The Time Machine” the best. 
    It was written by H. G. Wells. 
    Who is your favorite writer, Chihiro? 
C:  Arthur Conan Doyle. He wrote “Sherlock Holmes.” 
    It’s the most famous detective story in the world. 
F:  Did Arthur Conan Doyle write science fiction, too? 
C:  Yes, he wrote good science fiction stories. 
F:  Which do you like better, science fiction or detective 

stories? 
C:  I like science fiction better. 
 

C: 千尋  F: フレッド 
千尋とフレッドが図書
館で読書しています。 

 



英語の正道 J1 01-001 288

Unit 29-D  ＳＦＳＦＳＦＳＦかかかか探偵小説探偵小説探偵小説探偵小説かかかか 
 

C: 千尋  F: フレッド 
C: あなたはＳＦの本を読むの？ 
F: うん、僕はＳＦの大ファンだよ。 
C: どの話が一番好き？ 
F: 「タイム・マシーン」が一番好きだな。ＨＧウエルズによって書かれたんだ。 
   千尋さん、君のいちばん好きな作家は誰？ 
C: アーサー・コナン・ドイル。彼は「シャーロック・ホームズ」を書いたの。 
   世界一有名な探偵小説よ。 
F: アーサー・コナン・ドイルはＳＦも書いたの？ 
C: ええ、いいＳＦを書いたわ。 
F: ＳＦと探偵小説ではどっちのほうが好き？ 
C: ＳＦのほうが好き。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        比較比較比較比較(8)  (8)  (8)  (8)  副詞副詞副詞副詞のののの比較級比較級比較級比較級・・・・最上級最上級最上級最上級のののの不規則変化不規則変化不規則変化不規則変化    
Which do you like betterbetterbetterbetter, science fiction or detective stories? 
ＳＦと探偵小説ではどちらのほうが好きですか？ 
副詞の比較変化にも不規則なものがあります。wellの比較級は better、最上級は bestです。これら
を利用すれば、「どちらが好きですか？」「～が一番好きです」のような言い方ができます。 
I like science fiction better than detective stories.  私はＳＦのほうが探偵小説よりも好きです。 
Which story do you like the best?  あなたはどの話が一番好きですか？ 
I like “The Time Machine” the best.  私は「タイム･マシン」が一番好きです。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Do you read science fiction books?Do you read science fiction books?Do you read science fiction books?Do you read science fiction books?    
◇ 小説のジャンルの中で「ＳＦ」と呼ばれるものは science fictionの略で、「空想科学小説」を表し
ます。fictionは数えられない名詞です。話をひとつずつ数える場合は、storyを a story、two stories
のように使います。 

Yes, IYes, IYes, IYes, I’’’’m a great fan of science fiction.m a great fan of science fiction.m a great fan of science fiction.m a great fan of science fiction.    
◇ a great fan of ～は「～の大ファンです」という言い方で、好みを表す表現のひとつです。 
I like I like I like I like ““““The Time MachineThe Time MachineThe Time MachineThe Time Machine”””” the best. the best. the best. the best.    
◇ I like ～ the best.は「私は～がもっとも好きです」という言い方です。    
Who is your favorite writer, Who is your favorite writer, Who is your favorite writer, Who is your favorite writer, Chihiro?Chihiro?Chihiro?Chihiro?    
◇ writerは動詞＋erの形の名詞で、「書く人」つまり「作家」のことです。 
I like science fiction better.I like science fiction better.I like science fiction better.I like science fiction better.    
◇ I like science fiction better than detective stories.（私は空想科学小説のほうが探偵小説よりも好
きです）を略した言い方です。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(13)  (13)  (13)  (13)  音節音節音節音節をををを作作作作るるるる!5(!5(!5(!5(    
written の発音に注意してください。!$(と同じように!5(（および!+(）も音節を作ることがあり、
writtenは母音はひとつですが、２音節の単語です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It was written by Arthur Conan Doyle.   (2) No, I don’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Which do you like better, dogs or cats?   (2) Which do you like better, fish or meat? 
    (3) Which do you like better, rivers or mountains? 
    (4) Which do you like better, English or math? 
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Unit 29-E  Exercises (29) 
 
【１】（文法・語形）かっこ内の単語を正しい形に直しなさい。 
(1) These roses are (beautiful) than those ones. 
(2) Who can run the (fast) in your class? 
(3) This drama is the (good) of the three. 
 
【２】（前置詞）次のかっこ内にあてはまる適当な前置詞を下から選びなさい。 
(1) Tetsuwan Atom is known (          ) Astro Boy in the United States. 
(2) Ueno Zoo is known (          ) many people. 
(3) I agree (          ) you. 
  as   by   on   to   with 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) What were they (          )(          )? 
  彼らは何について話していたのですか？ 
(2) (          ) do you (          )? 
  あなたはどう思いますか？ 
(3) (          ) do you like (          ), Snoopy or Pokemon? 
  スヌーピーとポケモンでは、どちらのほうが好きですか？ 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Do you read science fiction books? 
B: Yes, (1)I like science fiction very much. 
   Which story do you like the best? 
   I like “The Time Machine.” 
   (2)H. G. Wells wrote it. Who is your favorite (3)(write)? 
A: Arthur Conan Doyle. 
(1) 下線部を次のように書き換えたとき、かっこ内に入る適当な単語を答えなさい。 
   I’m a great (          ) of science fiction. 
(2) 下線部を、Itで始まる文に書き換えなさい。 
(3) かっこ内の単語を適当な名詞形に直しなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) How did you like this movie? 
(2) Does anyone want to talk with her? 
(3) Most of the birds in this pond will fly to the north in the winter. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) てんぷらは日本でもっとも人気のある食べ物ですか？ 
(2) 綾香の考えは私のよりも良いです。 
(3) ヘレンは私よりもずっと早く起きます。 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) child       (2) write      (3) know 
   children       written       known 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) a-gree   (2) i-de-a   (3) en-joy 
   1  2       1 2  3      1  2   
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
Naoki: Do you like sports? 
Sam:  Yes, I like soccer the best.  
       When I was little, I always *kicked my soccer ball around in the park. 
Naoki: Did you? Do many children enjoy soccer in *Brazil? 
Sam:  Yes, soccer is the most popular sport in my country. 
Naoki: I see. In Japan, baseball is as popular as soccer. 
      Do you want to be a soccer player? 
Sam:  Yes, I want to play in the *World Cup. 
       The World Cup was held in Japan and *Korea a few years ago, right? 
Naoki: That’s right. The two countries helped each other for the World Cup. 
（注）kick ける   Brazil ブラジル   World Cup ワールドカップ    
      held hold（開催する）の過去分詞   Korea 韓国 
 
QUESTIONS 
(1) What sport does Sam like the best? 
(2) Do many children enjoy soccer in Brazil? 
(3) Is baseball more popular than soccer in Brazil? 
(4) What does Sam want to become in the future? 
(5) Where was the World Cup held a few years ago? 
 
 
 
■英語のなぞなぞ 
 
Q:  Why are spiders good baseball players? 
A:  Because they catch flies. 
（注）spider くも 
（flyには「はえ」という意味と「（野球の）フライ」という意味があります。） 
 
Q:  Why is Sunday the strongest day of the week? 
A:  Because the other days are weak days. 
（「平日」を意味する weekdayと「弱い日」を意味する weak dayは同じ発音です。） 
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Unit 30  My First Trip Abroad 
 
Unit 30-A  I would like to go to the departure lobby. 
    
 
X:  Excuse me. I would like to go to the departure lobby. 
M:  Would you like to check in? 
X:  Yes, and I’m in a hurry. 
M:  It’s on the fourth floor. I’m going there, too. 
    Let’s take that elevator. 
X:  Thank you for your help. 
M:  May I see your ticket? 
    Are you going to take flight 909 at 11:05? 
    You should hurry up. The plane is going to board soon. 
Q:  Ladies and gentlemen, flight 909 is now boarding at 

Gate 25. 
 
 
Words & Phrases    
would would would would !B';-.B#;(        助    ((意志などを表す助動詞)) plane plane plane plane !E$2*5(        名    飛行機    
ddddeparture eparture eparture eparture !;*E)&04/:#4(        名    出発        lady lady lady lady !$2&*;*(        名    婦人    
check in  check in  check in  check in  搭乗手続きをする            gentlemen gentlemen gentlemen gentlemen !;H2&5/$+#5(        名    ((gentlemanの    
lobby lobby lobby lobby !$)&@*(        名    ロビー         複数形))    
elevator elevator elevator elevator !2&$#C2>*/#4(        名    エレベーター        gate gate gate gate !92*/(        名    門    
flight flight flight flight !?$)*/(        名    飛行 
 
Practice    
１．例にならって「～したいのですが」という控えめな希望を表す文を作りなさい。 
（例）I want to go to the departure lobby. ⇒ I would like to go to the departure lobby. 
(1) I want to see the menu.   (2) I want to join your team. 
(3) I want to talk to Mr. Ito.   (4) I want to buy a guitar. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Would you like to check in? 
(1) 夕食にワインを召し上がりたいですか？ (have *wine with dinner) 
(2) お風呂に入りたいですか？ (take a bath) 
(3) シャワーをしたいですか？ (take a shower) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Thank you for your help. 
(1) 援助をありがとうございます。(*support) 
(2) Ｅメールをありがとうございます。(e-mail) 
(3) ご注文をありがとうございます。(order) 
 
４．!;(＋!1(の発音に注意して言いなさい。 
  Would you like to have dinner?    
  Did you enjoy your vacation? 

X: アメリカ人男性   
M: 美咲   
Q: 空港アナウンス 
美咲が成田空港に着く
と、困った様子のアメリ
カ人男性が話しかけまし
た。 
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Unit 30  初初初初めてのめてのめてのめての海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行 
 
Unit 30-A  空港空港空港空港のののの出発出発出発出発ロビーロビーロビーロビー 
 

X: アメリカ人男性  M: 美咲  Q: 空港アナウンス 
X: すみません。出発ロビーに行きたいのですが。 
M: 搭乗手続きしたいのですか？ 
X: はい。それで急いでいるんです。 
M: ４階ですよ。私もそこに行くところなんです。あのエレベーターに乗りましょう。 
X: 助けてくださってありがとうございます。 
M: チケットを見てもいいですか？ 11 時５分の 909 便に乗るんですか？ 急いだほうがいいですよ。 
   もうすぐ搭乗が開始されますから。 
Q: みなさま。909 便は 25 番ゲートでただいまから搭乗になります。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(20)  (20)  (20)  (20)  控控控控えめなえめなえめなえめな希望希望希望希望をををを表表表表すすすす would likewould likewould likewould like    
I would like towould like towould like towould like to go to the departure lobby.  私は出発ロビーに行きたいのですが。 
wouldは willの過去形ですが、would likeは「～がほしい」という特別な意味を持ちます。would like 
to doで「～したい」となります。ただし、wantよりもていねいで控えめなニュアンスが出ます。    
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Would you like to check in?Would you like to check in?Would you like to check in?Would you like to check in?    
◇ check inは、日本語でも「チェック・インする」といいますが、空港の場合には搭乗手続きを、
ホテルの場合にはフロントで名前を書いて宿泊手続きをすることを表します。 

Yes, and IYes, and IYes, and IYes, and I’’’’m in a hurry.m in a hurry.m in a hurry.m in a hurry.    
◇ hurryは「急ぎ」という名詞にもなります。be in a hurryで「急いでいる」という意味です。 
Thank you for your help.Thank you for your help.Thank you for your help.Thank you for your help.    
◇ Thank you for ～.は「～をありがとう」という意味です。 
Are you going to take flight 909 at 11:05?Are you going to take flight 909 at 11:05?Are you going to take flight 909 at 11:05?Are you going to take flight 909 at 11:05?    
◇ flight は「飛行」つまり fly（飛ぶ）の名詞形ですが、flight 909 は飛行機の便名で「909 便」と
いう意味になります。 

◇ 909の読み方は nine o nineです。数字の０は!%'(と読みます。 
◇ 11:05の読み方は、eleven o fiveです。oはなくてもかまいません。 
The plane is going to board soon.The plane is going to board soon.The plane is going to board soon.The plane is going to board soon. 
◇ planeは airplane（飛行機）のことです。 
◇ boardは動詞で「搭乗する」（飛行機に乗り込むこと）を意味します。 
Ladies and gentlemen, flight 909 is now boarding at Gate 25.Ladies and gentlemen, flight 909 is now boarding at Gate 25.Ladies and gentlemen, flight 909 is now boarding at Gate 25.Ladies and gentlemen, flight 909 is now boarding at Gate 25.    
◇ ladies、gentlemenはそれぞれ lady（婦人）、gentleman（紳士）の複数形ですが、全体で「みな
さま」というアナウンスなどで使われる呼びかけになります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(14)  (14)  (14)  (14)  !;(!;(!;(!;(＋＋＋＋!1(!1(!1(!1(    
would youのように!;(で終わる単語の後に!1(で始まる単語が続くとき、!;H(に近い音に変化すること
があります。 
 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I would like to see the menu.   (2) I would like to join your team. 
    (3) I would like to talk to Mr. Ito.   (4) I would like to buy a guitar. 
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Unit 30-B  Would you like something to drink? 
    

 

 
Words & Phrases    
beef beef beef beef !@*0?(        名    牛肉            headphoneheadphoneheadphoneheadphone    !"2&;?%>'5(        名    ヘッドホン    
IIII’’’’d d d d !)*;(        ((I wouldの短縮形))        broken broken broken broken !@4%&'=#5(        動    ((breakの過去分詞))    
tea tea tea tea !/*0(        名    お茶    
 
Questions 
(1) What does Misaki want to eat for dinner? 
(2) What does Misaki want to drink? 
 
Practice    
１．例にならって「～するための」という不定詞の形容詞的用法を使った文を作りなさい。（*
印はまだ習っていない語句） 

（例）I want to drink something. ⇒ I want something to drink. 
(1) I want to eat something.   (2) I want to wear some nice clothes to the party. 
(3) I want to read a book on the plane.   (4) I have to do many things. 
（注）clothes 衣服 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Something is wrong with these headphones. 
(1) このカメラはどこか調子が悪いです。(this camera) 
(2) このエアコンはどこか調子が悪いです。(this *air conditioner) 
(3) このオーブンはどこか調子が悪いです。(this *oven) 
 
３．例にならって言いなさい。 
（例）These headphones must be broken. 
(1) このラジオはこわれているにちがいありません。(this radio) 
(2) この掛時計はこわれているにちがいありません。(this clock) 
(3) このＣＤプレーヤーはこわれているにちがいありません。(this CD player) 
 
４．!;(の発音に注意して言いなさい。 
  I’d like to check in.   Who is that old man? 

 
Q:  Would you like to have chicken or beef for dinner? 
M:  Beef, please. 
Q:  Would you like something to drink? 
M:  I’d like to have some tea. 
Q:  Japanese tea or English tea? 
M:  Japanese tea, please. 
Q:  Here you are. 
M:  Excuse me. Something is wrong with these headphones.
    I can’t hear anything. 
Q:  I’m sorry. They must be broken. 
    I’ll bring you another pair later. 
 

Q: 客室乗務員   
M: 美咲 
美咲がニューヨーク行
きの飛行機に乗って２
時間ほどたちました。 
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Unit 30-B  飛行機飛行機飛行機飛行機のののの中中中中でででで 
 

Q: 客室乗務員  M: 美咲 
Q: 夕食は鶏肉と牛肉のどちらになさいますか？ 
M: 牛肉をお願いします。 
Q: 何かお飲み物を召し上がりますか？ 
M: お茶をください。 
Q: 日本茶と紅茶のどちらになさいますか？ 
M: 日本茶をお願いします。 
Q: はい、どうぞ。 
M: すみません。このヘッドホンの調子がどこかおかしいのですが。何も聞こえないんです。 
Q: 申し訳ありません。壊れているにちがいありません。後ほど別のものをお持ちいたします。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        不定詞不定詞不定詞不定詞(2)  (2)  (2)  (2)  不定詞不定詞不定詞不定詞のののの形容詞的用法形容詞的用法形容詞的用法形容詞的用法（（（（意味上意味上意味上意味上のののの目的語目的語目的語目的語となるとなるとなるとなる場合場合場合場合））））    
Would you like something to drinkto drinkto drinkto drink?  飲むための何かをほしいですか？ 
to＋動詞（不定詞）は「～すること」という名詞的用法（Unit 25-C）のほかに、「～するための」と
いう意味を持ち、直前の名詞を修飾する場合があります（不定詞の形容詞的用法）。something to 
drinkは「飲むための何か」つまり「何か飲む物」という意味です。    
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Beef, please.Beef, please.Beef, please.Beef, please.    
◇ 完全な文で表せば、I would like to have beef.ですが、このようにほしいものに pleaseをつけて
言えば「～をください」という意味で通じます。    

Japanese teJapanese teJapanese teJapanese tea or English tea?a or English tea?a or English tea?a or English tea?    
◇ Japanese teaは「日本茶」、English teaは「イギリスのお茶」でこれは「紅茶」のことです。 
Something is wrong with these headphones.Something is wrong with these headphones.Something is wrong with these headphones.Something is wrong with these headphones.    
◇ Something is wrong with ～.で「～がどこか調子がおかしい」という意味になります。何かが故
障していると思ったときに使える表現です。 

◇ headphone（ヘッドホン）は常に複数形の名詞で、１個ならば a pair of headphonesとなります。 
I canI canI canI can’’’’t hear anything.t hear anything.t hear anything.t hear anything.    
◇ 「何も聞くことができない」という意味で、「何も耳から聞こえてこない」ことを表すため listen 

toではなく hearを使います。 
TheyTheyTheyThey must be broken. must be broken. must be broken. must be broken.    
◇ brokenは break（こわす）の過去分詞です。be brokenで受身の形になり、「こわされた」つまり
「こわれている」という意味になります。 

 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(15)  (15)  (15)  (15)  !;(!;(!;(!;(のののの脱落脱落脱落脱落    
I’d like toの!;(はほとんど聞こえない程度に発音し、I like toと区別するために少し呼吸を置くよう
にします。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She wants to eat beef.   (2) She wants to drink Japanese tea. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I want something to eat. 
    (2) I want some nice clothes to wear to the party. 
    (3) I want a book to read on the plane. 
    (4) I have many things to do . 
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Unit 30-C  I came to the United States to see a lot of sights. 
    

 

 
Words & Phrases    
passport passport passport passport !E,&3E6>04/(        名    パスポート  I beg your pardon?  I beg your pardon?  I beg your pardon?  I beg your pardon?  もう一度おっしゃって
arrival arrival arrival arrival !#4)&*C#$(        名    到着   ください。    
purpose purpose purpose purpose !E#&04E#3(        名    目的   sightseeing sightseeing sightseeing sightseeing !3)&*/3G0*8(        名    観光    
 
Questions 
(1) Why did Misaki come to the United States? 
(2) How long is Misaki going to stay in New York? 
 
Practice    
１．例にならって「～するために」という不定詞の副詞的用法を使った文を作りなさい。 
（例）I wanted to see a lot of sights, so I came to the United States. 
⇒ I came to the United States to see a lot of sights. 
(1) I wanted to clean the bathroom, so I got up early. 
(2) I wanted to have lunch, so I went to the cafeteria. 
(3) I wanted to become a teacher, so I studied English hard. 
(4) I wanted to buy a calendar, so I went to a department store. 
 
２．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）What’s the purpose of your visit? 
(1) あなたの滞在の目的は何ですか？ (stay) 
(2) あなたの質問の目的は何ですか？ (question) 
(3) あなたの報告の目的は何ですか？ (*report) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）How long are you going to stay in New York? 
(1) あなたはどのくらいの間その女性を待つつもりですか？ (wait for the woman) 
(2) あなたはどのくらいの間車を保有するつもりですか？ (*keep your car) 
(3) あなたはどのくらいの間この小さな町に住むつもりですか？ (live in this small town) 
 
４．!/(の発音に注意して言いなさい。 
  a lot of books   not at all   get up   take it out 

 
X:  Next, please. May I see your passport and arrival card? 
M:  Here you are. 
X:  What’s the purpose of your visit? 
M:  I beg your pardon? 
X:  Why did you come to the United States? 
M:  I came to the United States to see a lot of sights. 
X:  O.K. Then the purpose of your visit is sightseeing. 
    How long are you going to stay in New York? 
M:  I’m going to stay for four days. 
X:  All right. Enjoy your stay. 
M:  Thank you. 
 

X: 入国審査官   
M: 美咲 
ニューヨークに着いて飛
行機を降りると、入国審査
が待っていました。 

 



英語の正道 J1 01-001 296

Unit 30-C  入国審査入国審査入国審査入国審査 
 

X: 入国審査官  M: 美咲 
X: 次の方どうぞ。パスポートと到着カードを拝見できますか？ 
M: はい、どうぞ。 
X: 訪問の目的は何ですか？ 
M: すみませんが、もう一度おっしゃっていただけますか？ 
X: どうして米国に来たのですか？ 
M: 私は、多くの名所を見るために米国に来ました。 
X: わかりました。それではあなたの訪問の目的は、観光ですね。 
   ニューヨークにはどのくらい滞在する予定ですか？ 
M: ４日間滞在する予定です。 
X: よろしいでしょう。よいご旅行を。 
M: ありがとうございました。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        不定詞不定詞不定詞不定詞(3)  (3)  (3)  (3)  不定詞不定詞不定詞不定詞のののの副詞的用法副詞的用法副詞的用法副詞的用法（（（（目的目的目的目的をををを表表表表すすすす場合場合場合場合））））    
I came to the United States to see to see to see to see a lot of sights. 
私はたくさんの名所を見るためにアメリカに来ました。 
不定詞は「～するために」という目的を表すことがあり、これを不定詞の副詞的用法といいます。 
不定詞には、名詞的用法（Unit 25-C）、形容詞的用法（Unit 30-B）、副詞的用法の３用法があります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Next, please.Next, please.Next, please.Next, please.    
◇ Next.は「次の方、どうぞ」という意味で使われます。    
May I see your passport and arrival card?May I see your passport and arrival card?May I see your passport and arrival card?May I see your passport and arrival card?    
◇ May I see ～?は「～を拝見できますか？」というときの言い方です。 
◇ arrivalは arrive（到着する）の名詞形で、arrival cardで「到着カード」となります。 
WhatWhatWhatWhat’’’’s the purpose of your visit?s the purpose of your visit?s the purpose of your visit?s the purpose of your visit?    
◇ What’s the purpose of ～?で「～の目的は何ですか？」というあらたまった言い方になります。 
◇ visitは「訪問」という意味の名詞です。 
I beg your pardon?I beg your pardon?I beg your pardon?I beg your pardon?    
◇ 平叙文の形をした疑問文で、相手の言ったことが聞き取れなかったり意味がわからなかったとき
に言う表現です。Pardon?だけでもかまいません。 

How long are you going to stay in New York?How long are you going to stay in New York?How long are you going to stay in New York?How long are you going to stay in New York?    
◇ how long は期間の長さを聞く表現で、「ニューヨークにどのくらいの間滞在するつもりです
か？」という意味になります。 

Enjoy your stay.Enjoy your stay.Enjoy your stay.Enjoy your stay.    
◇ stayは「滞在」という意味の名詞で使われています。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(16)  (16)  (16)  (16)  母音母音母音母音にはさまれたにはさまれたにはさまれたにはさまれた!/(!/(!/(!/(    
a lot ofが「アララー」のように、tの部分が!$(に近い音に聞こえることがあります。熟語がひとつの
かたまりとして発音されるのを聞き取るときには特に注意が必要です。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) She came to the United States to see a lot of sights. 
   [Because she wanted to see a lot of sights.]   (2) She’s going to stay for four days. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) I got up early to clean the bathroom.   (2) I went to the cafeteria to have lunch. 
    (3) I studied English hard to become a teacher. 
    (4) I went to a department store to buy a calendar. 
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Unit 30-D  Would you write your name, address and phone number 
here? 

    
 

 
Words & Phrases    
reservation reservation reservation reservation !42>F#4C2&*:#5(        名    予約        number number number number !5A&+@#4(        名    数、番号    
spell spell spell spell !3E2$(        動    つづる            baggage baggage baggage baggage !@,&9*;H(        名    荷物    
address address address address !#;42&3(        名    住所            lightlightlightlight !$)*/(.    形    軽い    
key key key key !=*0(        名    鍵    suitcasesuitcasesuitcasesuitcase !3'&0/=2>*3(        名    スーツケース 
 
Questions 
(1) What’s Misaki’s room number?   (2) Does Misaki have heavy baggage? 
 
Practice    
１．例にならって「～してくださいますか？」とていねいに依頼する文を作りなさい。 
（例）Please write your name. ⇒ Would you write your name? 
(1) Please show me your passport.   (2) Please carry this baggage. 
(3) Please bring another one.   (4) Please take me to the departure lobby. 
 
２．例にならって言いなさい。 
（例）May I have your name, please? 
(1) 電話番号を教えていただけますか？ (phone number) 
(2) Ｅメールのアドレスを教えていただけますか？ (e-mail address) 
(3) 住所を教えていただけますか？ (address) 
 
３．例にならって言いなさい。（*印はまだ習っていない語句） 
（例）Do you need help with your baggage? 
(1) かばんをお手伝いしましょうか？ (bag) 
(2) スーツケースをお手伝いしましょうか？ (suitcase) 
(3) トランクをお手伝いしましょうか？ (*trunk) 
 
４．子音＋母音の発音に注意して言いなさい。 
  Thank you.   come in   drop it   pick up 

 
X:  Good evening. Would you like to check in? 
M:  Yes, I have a reservation for three nights. 
X:  May I have your name please? 
M:  My name is Takahashi Misaki. 
X:  Would you please spell your family name? 
M:  T-A-K-A-H-A-S-H-I. 
X:  I see. Would you write your name, address and phone 

number here? 
    This is your room key. 
    Your room number is 914. It’s on the ninth floor. 
    Do you need help with your baggage? 
M:  No, thank you. I only have this light suitcase. 
 

X: ホテルの受付係 
M: 美咲 
暗くなってからホテル
に到着した美咲はフロ
ントに向かいます。 
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Unit 30-D  ホテルホテルホテルホテルののののチェックチェックチェックチェック・・・・インインインイン 
 

X: ホテルの受付係  M: 美咲 
X: こんばんは。チェック・インなさいますか？ 
M: はい、３泊予約をしています。 
X: お名前をお願いできますか？ 
M: 高橋美咲です。 
X: 苗字のつづりを言っていただけますか？ 
M: Ｔ－Ａ－Ｋ－Ａ－Ｈ－Ａ－Ｓ－Ｈ－Ｉです。 
X: かしこまりました。ここにお名前とご住所と電話番号を書いていただけますか？ 
   こちらが部屋の鍵です。部屋番号は 914 です。９階にございます。 
   お荷物をお運びいたしましょうか？ 
M: いいえ、結構です。この軽いスーツケースしか持っていませんから。 
 
 
文法文法文法文法ののののポイントポイントポイントポイント        助動詞助動詞助動詞助動詞(21)  (21)  (21)  (21)  ていねいなていねいなていねいなていねいな依頼依頼依頼依頼をををを表表表表すすすす would youwould youwould youwould you    
Would youWould youWould youWould you write your name, address and phone number here? 
あなたの名前、住所、そして電話番号をここに書いてくださいますか？ 
助動詞 wouldを使って Would you ～?とすると「～していただけますか？」という依頼の表現にな
り、Will you ～?よりもていねいな言い方になります。 
 
表現表現表現表現ののののポイントポイントポイントポイント     
Yes, I have a reservation for three nights.Yes, I have a reservation for three nights.Yes, I have a reservation for three nights.Yes, I have a reservation for three nights.    
◇ 「３泊の予約をしてあります」というときの表現です。    
May I have your name please?May I have your name please?May I have your name please?May I have your name please?    
◇ May I have ～?は「～を教えていただけますか？」というときの言い方です。 
Would you please spell your familWould you please spell your familWould you please spell your familWould you please spell your family name?y name?y name?y name?    
◇ Would youの後に pleaseをつけると、さらにていねいな依頼の表現になります。 
◇ spellは「つづる」つまり単語のスペリングをアルファベットで読むことを表す動詞です。 
◇ family nameは「姓」のことで、英米人は姓が名前より後に来ることから last nameと言うこと
もあります。 

Your room number is 914.Your room number is 914.Your room number is 914.Your room number is 914.    
◇ 914は nine fourteenと読みます。番号などはこのように２けたずつ切って読むことが多いです。 
Do you need helpDo you need helpDo you need helpDo you need help with your baggage? with your baggage? with your baggage? with your baggage?    
◇ 「荷物の手伝いが必要ですか？」つまり「荷物をお運びいたしましょうか？」の意味になります。    
◇ baggage（荷物）は bagなどとちがい数えられない名詞です。 
I only have this light suitcase.I only have this light suitcase.I only have this light suitcase.I only have this light suitcase.    
◇ lightは「軽い」という形容詞で、heavyの反対語です。 
 
発音発音発音発音ののののポイントポイントポイントポイント        音音音音のののの結合結合結合結合とととと脱落脱落脱落脱落(17)  (17)  (17)  (17)  子音子音子音子音＋＋＋＋母音母音母音母音    
子音で終わる単語の後に母音や半母音で始まる単語が続き、熟語のようにひとつのまとまった意味を
持つ場合には、ひとつのかたまりとして発音されるので聞き取りには注意が必要です。Thank you
が「サンクユー」ではなく「サンキュー」に近くなることに注意してください。 
 
Questionsのののの解答解答解答解答    
(1) It’s 914.   (2) No, she doesn’t. 
Practiceのののの解答解答解答解答    
１．(1) Would you show me your passport?   (2) Would you carry this baggage? 
    (3) Would you bring another one?   (4) Would you take me to the departure lobby? 
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Unit 30-E  Exercises (30) 
 
【１】（文法・書き換え）次の各文を、指示にしたがって書き換えなさい。 
(1) I want to talk to Ms. White.  (wouldを使ったていねいで控えめな文に) 
(2) Please speak more slowly.  (wouldを使ったていねいな文に) 
(3) Do you want to check in?  (wouldを使ったていねいで控えめな文に) 
 
【２】（語句・類推）次の左右の関係が成立するように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) large : small = heavy : (          ) 
(2) fly : flight = arrive : (          ) 
(3) red, blue, green : color = one, two, three : (          ) 
 
【３】（語句・穴埋め）日本文に合うように、かっこ内に適当な単語を入れなさい。 
(1) Would you (          ) your (          ) name? 
  あなたの姓のスペリングを言っていただけますか？ 
(2) Do you need (          ) with your (          )? 
  お荷物をお手伝いしましょうか？ 
(3) Are you (          ) a (          )? 
  あなたは急いでいますか？ 
 
【４】（総合）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
A: Would you like something (1)to drink? 
B: I’d like to have some tea. 
A: Here you are. 
B: Excuse me. (2)(headphones / is / something / these / with / wrong). I can’t hear anything. 
A: I’m sorry. They must be (3)(break). I’ll bring another pair later. 
(1) 下線部と同じ用法の不定詞を含む文を次から選びなさい。 
   1. She began to cry. 
   2. She has many things to do. 
   3. She got up early to clean her room. 
(2) かっこ内の語句を正しい順序に並べ替えなさい。 
(3) かっこ内の単語を正しい形に直しなさい。 
 
【５】（英文和訳）次の各文を日本語に直しなさい。 
(1) May I have your name? 
(2) What’s the purpose of your trip to New York? 
(3) I have a reservation for five nights. 
 
【６】（和文英訳）次の各文を英語に直しなさい。 
(1) 私に何か食べるものをください。 
(2) 私はランディーに会うためにワシントンＤＣに来ました。 
(3) あなたは日本にどのくらい滞在する予定ですか？ 
 
【７】（発音）次の各組の下線部の発音が同じ場合は○を、ちがう場合は×をつけなさい。 
(1) gentlemen   (2) reservation   (3) departure 
   baggage        address          pardon 
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【８】（アクセント）次の各語のアクセントのある部分を選びなさい。 
(1) el-e-va-tor   (2) an-oth-er   (3) pur-pose 
   1 2  3  4       1  2  3        1   2 
 
【９】（ディクテーション）録音を聞いて書き取りなさい。 
(1)                                                  
(2)                                                  
(3)                                                  
 
【１０】（英問英答）次の対話を読んで問いに答えなさい。 
 
  Jiro is a college student and he has a good friend from the U.S. His name is Brian. He 
came to Japan a month ago. He studies Japanese hard, and he often asks Jiro about it. 
  Yesterday Brain said to Jiro, “I have a question. I hear Japanese has some different 
words for ‘I’ in English.” Jiro said, “That’s right. Boys usually say boku or ore, and girls 
usually say watashi. My grandfather often says washi. Japanese have many words for ‘I.’” 
Brain said, “That’s interesting. How about the word ‘you’?” 
  Jiro said, “Girls may use the word anata, but boys never say anata. They say kimi or 
omae. They also call their friends by name. When we speak to others, we usually think 
about our *relationship to them, and we change the words. For example, when we speak to 
older people, we don’t usually use the word kimi. But when we speak to *younger people, 
we can use the same word.” “I see. You’re a great teacher,” said Brain. Brain enjoyed 
talking with Jiro and he got *useful *knowledge about the Japanese language.  
  Jiro learned a very important thing, too. Sometimes Brain’s questions are very difficult. 
When Jiro answers the questions, he can think about the Japanese language. 
（注）relationship 関係   young 若い   useful 役立つ   knowledge 知識 
 
QUESTIONS 
(1) When did Brian come to Japan?   (2) What does Brian often ask Jiro? 
(3) Do Japanese boys usually say watashi? 
(4) Do Japanese people usually use the word kimi to older people? 
(5) Are Brian’s questions always easy for Jiro? 
 
 
 
■いろいろな記憶法 
 
  《虹の色の覚え方》 
  Richard Of York Gave Battle In Vain.   ヨークでのリチャードの挑戦はむなしかった。 
  ⇒ Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet 
     赤、だいだい、黄、緑、青、藍、紫のイニシャルが順番に覚えられます。 
 
  《生物学上の分類の覚え方》 
  Kids Prefer Cheese Over Fried Green Spinach. 
  子どもは揚げた緑色のほうれんそうにチーズをのせたものが好きだ。 
  ⇒ Kingdom, Phylim, Class, Order, Family, Genus, Species 
     界、門、網、目、科、属、種のイニシャルが順番に覚えられます。 
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Exercisesの解答 
 
Unit 1 （p9） 
【１】(1) Are you Helen Davis?   (2) I�m not a student.   (3) I�m not tall. 
【２】(1) I, am   (2) I�m, not   (3) I, am 
【３】(1) an, English   (2) from, London   (3) not, in 
【４】(1) こんにちは。私はジョージ・スミスです。 
      (2) こんにちは、ヘレン。あなたはＡ組ですか？ ― はい、そうです。 
      (3) あなたは私の同級生です。 
【５】(1) I�m a new student, too.   (2) Are you from America? ― No, I�m not. I�m from Britain. 
      (3) I�m not tall. 
【６】(1) Nice, to   (2) not, from   (3) Are you a teacher? 
【７】(1) Yes, I am.   (2) Yes, I am.   (3) Yes, I am.   (4) No, I�m not.   (5) No, I�m not. 
 
Unit 2 （p19） 
【１】(1) Do you have a nice tennis racket?   (2) I don�t like basketball.   (3) I don�t play tennis. 
【２】(1) Do, Yes   (2) you, don�t   (3) you, don�t 
【３】(1) often, watch   (2) like, tennis   (3) read, English 
【４】(1) あなたはとても重い辞書を持っています。 
      (2) あなたは毎日英語を練習しますか？ ― はい、します。 
      (3) 私は放課後に図書館へ行きません。 
【５】(1) Do you play baseball, too? ― No, I don�t. But I often play basketball. 
      (2) Do you study English? ― Yes, I do. 
      (3) I have two books and four magazines in my bag. 
【６】(1) Good, afternoon   (2) practice, with   (3) Thank you. 
【７】(1) No, I don�t.   (2) Yes, I do.   (3) Yes, I do.   (4) Yes, I do.   (5) Yes, I do. 
 
Unit 3 （p29） 
【１】(1) Is this an art museum?   (2) That isn�t a cosmos.   (3) It isn�t a school. 
【２】(1) Is, it   (2) Is, isn�t   (3) Is, isn�t 
【３】(1) always, buy   (2) often, use   (3) an, old 
【４】(1) これらは外国の切手です。   (2) あれは花屋ですか？ ― はい、そうです。 
      (3) これはバラですか？ ― いいえ、ちがいます。ひなぎくです。 
【５】(1) This is Yokohama Station.   (2) Is that a post office? ― No, it isn�t. It�s a bank. 
      (3) Those are beautiful pictures. 
【６】(1) How, fine   (2) my, hometown   (3) Is that a town office? 
【７】(1) Yes, I do.   (2) Yes, I do.   (3) No, I don�t.   (4) Yes, I do.   (5) No, I don�t. 
 
Unit 4 （p39） 
【１】(1) What is that?   (2) What do you play?   (3) What do you usually do after school? 
【２】(1) What, do   (2) What, is   (3) Is, or 
【３】(1) your, house   (2) sofa, room   (3) This, cute 
【４】(1) 私はいつも朝食にパンを食べます。 
      (2) 私はふたつのいすを持っています。白いいすはとても小さいです。 
      (3) これは何ですか？ ― それは自転車です。 
【５】(1) Do you sometimes write e-mails?   (2) What do you usually buy? 
      (3) Is this a kitchen or a living room? 
【６】(1) have, pet   (2) play, games   (3) Is that a mouse or a hamster? 
【７】(1) I have a tennis racket in my bag.   (2) I have a new racket.    
      (3) I usually play tennis with my friends after school.   (4) I practice tennis every day. 
      (5) No, I don�t. 
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Unit 5 （p49） 
【１】(1) Is he Shohei�s little brother?   (2) Who is that man?   (3) Whose doll is this? 
【２】(1) he, is   (2) No, she   (3) Who, she 
【３】(1) little sister�s   (2) picture, family   (3) high, school 
【４】(1) 私の姉はふだん家にいません。 
      (2) あなたの弟は大学生ですか？ ― はい、そうです。 
      (3) 彼女は看護師ですか？ ― いいえ、ちがいます。彼女は看護師ではありません。 
【５】(1) Do you go to elementary school?   (2) What is the name of your company? 
      (3) Is your mother a housewife? ---- No, she isn�t. 
【６】(1) this, is   (2) her, job   (3) He�s an office worker. 
【７】(1) Yes, she is.   (2) Her name is Betty.   (3) My name is Takuya.   (4) Yes, he is.  
      (5) No, she isn�t. 
 
Unit 6 （p59） 
【１】(1) Does Naoki study English?   (2) She doesn�t like baseball.   (3) Who goes to college? 
【２】(1) she, doesn�t   (2) What, watches   (3) Who, plays 
【３】(1) swims, fast   (2) any, model   (3) Whose, mine 
【４】(1) 綾香は何のクラブに入っていますか？ ― 彼女はコーラス・クラブに入っています。 
      (2) あのグローブは誰のですか？ ― 彼女のです。 
      (3) あなたはソフトボールについてたくさん知っていますか？ ―  
         いいえ、でも美咲は知っています。 
【５】(1) He has a lot of books about swimming. 
      (2) Helen plays the piano. ---- Really?   (3) Is that song book yours? ---- No, it�s Ayaka�s. 
【６】(1) likes, sports   (2) first, class   (3) That�s great. 
【７】(1) He�s my classmate.   (2) Yes, he does.   (3) He�s in the basketball club. 
      (4) Yes, he does.   (5) No, he doesn�t. 
 
Unit 7 （p69） 
【１】(1) We are students.   (2) We don�t play tennis.   (3) Do they study English together? 
【２】(1) people   (2) sell   (3) theirs 
【３】(1) right   (2) ours   (3) countries 
【４】(1) Mr., Mrs.   (2) these, pretty   (3) money, yours 
【５】(1) 彼はふだん彼の犬を公園へ連れて行きます。 
      (2) 彼らはヘレンの近所の人ではありません。 
      (3) 綾香と私はいっしょに英語のレッスンを受けます。 
【６】(1) He is not good at English.   (2) What kind of books do you read? 
      (3) I always help my mother in the kitchen. 
【７】(1) What do you have in your right hand?   (2) is like   (3) players 
【８】(1) ×   (2) ○   (3) ○ 
【９】(1) your, teacher   (2) members, of   (3) Do they get a lot of money? 
【10】(1) Yes, they are.   (2) Yes, they are.   (3) No, they don�t.   (4) Yes, they do.    
      (5) They play tennis. 
 
Unit 8 （p79） 
【１】(1) Where does Ms. White live?   (2) Where is he from? 
      (3) How many dictionaries do you have? 
【２】(1) daughter   (2) husband   (3)teach 
【３】(1) very, much   (2) by, train   (3) walk, to 
【４】(1) I know him very well.   (2) us   (3) How 
【５】(1) 秋田は、岩手の西にあります。 
      (2) あなたの奥さんは日本人ですか、それともアメリカ人ですか？ 
      (3) 伊藤先生はふだん中央線に乗ります。 
【６】(1) My house is not far from Yokohama Station.    



英語の正道 J1-01-001 

      (2) My father works for a post office.   (3) Yamanashi is famous for Mt. Fuji. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 3   (2) 1   (3) 1 
【９】(1) Good, morning   (2) his, parents   (3) I walk to school. 
【10】(1) I have some pictures of a famous festival.   (2) It�s in Tohoku.   (3) Takuya does. 
      (4) No, he doesn�t.   (5) He goes there by train. 
 
Unit 9 （p89） 
【１】(1) Come here.   (2) Don�t put your pencils.   (3) Be a good girl. 
【２】(1) at   (2) with   (3) to 
【３】(1) me   (2) actress   (3) down 
【４】(1) Open, page   (2) Stand, up   (3) answer, questions 
【５】(1) どうか最後の文を繰り返してください。   (2) あなたのお気に入りの先生は誰ですか？ 
      (3) あなたはふだん学校にかさを持って行きますか？ 
【６】(1) What does this word mean in Japanese?   (2) Please write the sentence again. 
      (3) Come here and write your name on the blackboard. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 2   (2) 1   (3) 3 
【９】(1) Be, quiet   (2) Sit, down   (3) Please say it again. 
【10】(1) I play cricket.   (2) I have two bats.   (3) Yes, I do.   (4) Yes, I do.  
      (5) He lives in America. 
 
Unit 10 （p99） 
【１】(1) Don�t be shy.   (2) Let�s read this book.   (3) What an interesting book! 
【２】(1) take, taxi   (2) Welcome, to   (3) long, way 
【３】(1) 4   (2) 3   (3) 1 
【４】(1) Your futon is in that closet.   (2) Take, out, night   (3) How 
【５】(1) 日本では、私たちは家の中で靴をはきません。   (2) これは刺身で、和食の一種です。 
      (3) 私たちは夜にふとんで寝ます。 
【６】(1) How beautiful!   (2) Please take off your shoes here.   
      (3) My house is near Shizuoka Station. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 1   (2) 2   (3) 2 
【９】(1) Excuse, me   (2) What, smell   (3) I like it very much. 
【10】(1) He is from San Francisco.   (2) Yes, he does. 
      (3) His favorite singer is Britney Spears.   (4) No, he doesn�t.   (5) He studies Japanese. 
 
Unit 11 （p109） 
【１】(1) What time is it now in Japan?   (2) What time does Naoki leave for school? 
      (3) Don�t you like milk? 
【２】(1) get   (2) take   (3) go 
【３】(1) go, junior   (2) wash, hair   (3) late, for 
【４】(1) seven forty-five   (2) seven fifteen 
      (3) Your watch is thirty minutes slow. 
【５】(1) 時差はたった２時間です。   (2) 拓也はまだ家にいます。    
      (3) 私は早く起きるので、午前中はとても眠いです。 
【６】(1) What time does school begin?   (2) How many hours do you study a day?    
      (3) This clock is forty-five minutes fast. 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) ○   
【８】(1) 2   (2) 2   (3) 1   
【９】(1) Breakfast, ready   (2) I�m, sorry   (3) I run to school every morning. 
【10】(1) I get up at seven.   (2) I study English.   (3) I have dinner at seven p.m.   
      (4) I study math.   (5) I sleep for eight hours. 
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Unit 12 （p119） 
【１】(1) What day of the week is it today?   (2) When does Helen take a bath?    
      (3) When is Children�s Day? 
【２】(1) March fourth   (2) June eleventh   (3) September twenty-ninth 
【３】(1) begin   (2) twelfth   (3) November 
【４】(1) no, homework   (2) so, on   (3) still, home 
【５】(1) 夏休みは学年の終わりの後に来ます。   (2) 一年にいくつの国民の祝日がありますか？ 
      (3) 日本では、土曜日に授業がある生徒もいます。アメリカではどうですか？ 
【６】(1) We go to school from Monday to Friday.   (2) What is the date today?    
      (3) We have Columbus Day on the second Monday of October. 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) ○ 
【８】(1) 2   (2) 2   (3) 2  
【９】(1) homework, during   (2) on, Saturdays 
      (3) When does the school year begin in the United States? 
【10】(1) We have fourteen holidays.   (2) We have two holidays.   (3) It is May fifth.   
      (4) It is the second Sunday of May.   (5) No, it isn�t. 
 
Unit 13 （p129） 
【１】(1) She is sitting on the chair.   (2) Are you cleaning your room? 
      (3) Where is she singing? 
【２】(1) bring   (2) pick  (3) eat 
【３】(1) on, picnic   (2) What, language   (3) getting, on 
【４】(1) another   (2) The next teacher is waiting for them.   (3) 2 
【５】(1) すべての生徒は今とても忙しいです。   (2) 私の家は、駅から遠いです。 
      (3) アメリカ合衆国の生徒たちはスペイン語を勉強しますか？ ― そうする学生もいます。 
【６】(1) Most students have lunch in the cafeteria.   (2) Is he doing his homework now? 
      (3) The boy at that table is Paul. 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) ×   
【８】(1) 2   (2) 1   (3) 1 
【９】(1) watch, it   (2) they, doing   (3) Is this teacher teaching French? 
【10】(1) No, they don�t.   (2) They are studying English.   (3) He�s cleaning his classroom.    
      (4) Yes, they do.   (5) No, they don�t. 
 
Unit 14 （p139） 
【１】(1) Can you play the piano?   (2) I can�t speak French.   (3) Where can I buy stamps? 
【２】(1) can play  (2) the other  (3) What 
【３】(1) take   (2) see   (3) bloom 
【４】(1) Where, are   (2) Next, time   (3) over, there 
【５】(1) many   (2) 春にはおおぜいの人が桜の木の下でビールを飲むこと。 
      (3) Ueno Park is a famous place for hanami. 
【６】(1) これらは喜多川歌麿の作品です。   (2) 私は前に行けますか？    
      (3) このバスはとても混んでいます。 
【７】(1) Do you know about the history of the sun and the earth?   
      (2) Let�s have dinner at that restaurant first.  (3) I can�t find the exit. 
【８】(1) 2   (2) 1   (3) 1 
【９】(1) kind, movie   (2) Put, bag   (3) These cards have beautiful pictures. 
【10】(1) No, I can�t.   (2) Yes, I can.   (3) I take lessons every Friday.   (4) Yes, she does.   
      (5) Yes, she can. 
 
Unit 15 （p149） 
【１】(1) Is there a book on the desk?   (2) There aren�t any monkeys in the zoo.   
      (3) How many pencils are there in the pencil box? 
【２】(1) give   (2) run  (3) start 
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【３】(1) leaves   (2) female   (3) its 
【４】(1) By, way   (2) For, example   (3) are, lots 
【５】(1) この図書館には約五万冊の本があります。   (2) 馬のように速く食べてはいけません。 
      (3) この近くにはギフト・ショップがありません。 
【６】(1) I want some picture postcards of lions.  (2) There are two girls by the tree.    
      (3) Can monkeys fly? ---- No, they can�t. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 1   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) over, there   (2) sit, on   (3) There is only one panda in Ueno Zoo. 
【10】(1) I like books about Japanese history.   (2) Yes, there is.    
      (3) There are about ten thousand books.   (4) No, we can�t.   (5) No, we can�t. 
 
Unit 16 （p159） 
【１】(1) My mother is going to buy some food.   (2) We will be free next Tuesday.  
      (3) I won�t study math tomorrow. 
【２】(1) spend   (2) show  (3) call 
【３】(1) with, in   (2) letter, say   (3) Who, from 
【４】(1) won�t   (2) He�s on a business trip until this Tuesday.   (3) on Wednesday 
【５】(1) 彼らは来月ニューヨークを訪れる予定ですか？ ― はい、そう思います。 
      (2) こっちへ来て、ポール。わかった。今行くよ。   (3) 何時に電車が着きますか？ 
【６】(1) Where are you now? I�m in the living room. 
      (2) Are you going to stay at his house today?   (3) Hello. Is this Taro? 
【７】(1) ×   (2) ○   (3) ○ 
【８】(1) 2   (2) 2   (3) 2 
【９】(1) waiting, for   (2) 5:30, p.m.   (3) I�m calling from a telephone box near the station. 
【10】(1) No, I won�t.   (2) Yes, I will.   (3) Yes, I am.   (4) Yes, he does.   (5) Yes, I can. 
 
Unit 17 （p130） 
【１】(1) He may be an actor.   (2) She must take off her shoes here. 
      (3) You may not turn right. 
【２】(1) give   (2) cross   (3) stop 
【３】(1) different   (2) narrow   (3) right 
【４】(1) in, front   (2) letter, mean   (3) different, from 
【５】(1) 信号はとても重要です。   (2) 動物に気をつけなければなりません。  
      (3) 私は救急車の音が聞こえます。 
【６】(1) You may park your car here.   (2) Don�t worry. That isn�t a traffic accident.  
      (3) In Japan people must walk on the right side of the road. 
【７】(1) ×   (2) ○   (3) ○ 
【８】(1) 1   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) other, kinds   (2) very, easy   (3) Is it going up or down the slope? 
【10】(1) It�s November fifth.   (2) It�s Saturday.   (3) We are going to sell ice cream.   
      (4) Yes, he is.   (5) Yes, they do. 
 
Unit 18 （p179） 
【１】(1) How much is this camera?   (2) How old is he?   (3) Which shirt does she like? 
【２】(1) take   (2) look  (3) help 
【３】(1) too   (2) one   (3) here 
【４】(1) popular, among   (2) take, order   (3) What, color 
【５】(1) おもちゃ売り場はどこですか？ ― ８階でございます。 
      (2) 少々お待ちください。調べてまいります。    
      (3) クリームと砂糖入りのコーヒーをいただきます。 
【６】(1) May I smoke here?   (2) May I try this shirt on? ---- Of course. 
      (3) Kenta is one hundred sixty centimeters tall. 
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【７】(1) ○   (2) ○   (3) × 
【８】(1) 1   (2) 1   (3) 1 
【９】(1) take, it   (2) need, ribbon   (3) What�s your shoe size? 
【10】(1) No, I�m not.   (2) I�m going to wash a car.   (3) I�m going to wash my father�s car.  
      (4) No, I can�t.   (5) I�m thirteen years old. 
 
Unit 19 （p189） 
【１】(1) How far is it from here to school?   (2) How long does it take from here to school?  
      (3) Do I have to go home now? 
【２】(1) on   (2) to  (3) for 
【３】(1) little   (2) welcome   (3) stop 
【４】(1) getting, off   (2) right, train   (3) a, few 
【５】(1) 5   (2) 2   (3) 4 
【６】(1) あなたはお札を硬貨に両替する必要はありません。 
      (2) どこで渋谷へ行く地下鉄に乗れますか？  
      (3) この機械はおつりを返しません。 ― 確かですか？ 
【７】(1) How can I get to the hospital?   
      (2) Go straight along this street and turn left at the second corner.  
      (3) You can get there in fifteen minutes. 
【８】(1) ×   (2) ×   (3) ○ 
【９】(1) thousand, yen   (2) no, problem   (3) Yes, what can I do for you? 
【10】(1) She�s from Toronto.   (2) It�s the CN Tower.   (3) It�s 553 meters high. 
      (4) They often visit Niagara Falls.   (5) It takes about two hours. 
 
Unit 20 （p199） 
【１】(1) Will you take my picture?   (2) Shall we have lunch?   (3) He must be a teacher. 
【２】(1) have   (2) invite  (3) bring 
【３】(1) Have, drink   (2) Who, else   (3) Some, of 
【４】(1) 4   (2) 3   (3) 1 
【５】(1) 私はどんな種類の日本の食べ物も食べられます。  
      (2) 私は間違っていますか？ ― いいえ、間違っていません。  
      (3) 一緒に踊りましょうか？ ― はい、踊りましょう。 
【６】(1) Shall I make anything else? ---- No, thank you.  
      (2) Are you hungry? ---- No, but I�m thirsty.   (3) This sweater must be expensive. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 2   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) is, here   (2) Good, evening   (3) Let�s turn up the music. 
【10】(1) I�m going to get up at six o�clock.   (2) I�m going to Narita Airport.    
      (3) They will go back to San Francisco.   (4) Yes, they do.   
      (5) They will leave Japan at eleven thirty. 
 
Unit 21 （p209） 
【１】(1) Which is Takuya�s pen?   (2) Which book is Chihiro�s?  
      (3) How often does Fred go to a movie theater? 
【２】(1) February   (2) cold  (3) south 
【３】(1) How, weather   (2) Each, picture   (3) not, very 
【４】(1) long   (2) 9時間半   (3) between 
【５】(1) 北海道ではあまり雨が降りません。   (2) どの学校に通っていますか？  
      (3) オーストラリアでは、冬はとても暖かいです。 
【６】(1) I drink orange juice once or twice a week.   
      (2) Here is an interesting book about Australia.  
      (3) It�s cloudy in the morning, but it will be fine in the afternoon. 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) × 
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【８】(1) 2   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) many, areas   (2) rainy, season   (3) What are the winter months in Japan? 
【10】(1) She bakes a chocolate cake.   (2) No, I�m not.   (3) No, it isn�t.   
      (4) I put it on the wall.   (5) Yes, I do. 
 
Unit 22 （p219） 
【１】(1) Naoki was in Kamakura.   (2) Did you use this telephone yesterday? 
      (3) I didn�t look for a bag. 
【２】(1) studied   (2) tried   (3) enjoyed 
【３】(1) wish, anything   (2) cousin, visited   (3) on, television 
【４】(1) at   (2) 1   (3) there, was 
【５】(1) 日本の書道は私にとってよい経験でした。   
      (2) あなたは正月休みの間におもちを食べましたか？ 
      (3) 私は先週、屋外の遊びをしませんでした。 
【６】(1) I walked around many temples and shrines yesterday.    
      (2) How did you spend New Year�s Day?   (3) We must love world peace. 
【７】(1) ○   (2) ×   (3) × 
【８】(1) 2   (2) 1   (3) 1 
【９】(1) Happy, New   (2) like, it   (3) In the morning I helped my mother in the kitchen. 
【10】(1) It is in February.   (2) No, it isn�t.   (3) It�s twelve hours.   
      (4) They speak Portuguese.   (5) It means �Thank you�. 
 
Unit 23 （p229） 
【１】(1) He could not run fast.   (2) Did you sleep well last night?  
      (3) He didn�t get up early this morning. 
【２】(1) went   (2) had  (3) bought 
【３】(1) left   (2) kind   (3) one 
【４】(1) full, of   (2) came, out   (3) took, into 
【５】(1) One of his ships   (2) did not give anything to him   (3) rich 
【６】(1) 私はどんな種類の仕事でもできます。   (2) 彼女は自分自身の家を持っていました。   
      (3) 彼はアフリカに向けて出発するつもりでした。 
【７】(1) Will you marry me?   (2) Later, the king became happy. 
      (3) I will give half of my treasure to you. 
【８】(1) ×   (2) ×   (3) × 
【９】(1) lot, of   (2) work, here   (3) The captain came back with a lot of treasure in his ship. 
【10】(1) She is reading a book about origami.  (2) Yes, she did.   (3) No, she can�t.   
      (4) They bring good luck.   (5) No, it doesn�t. 
 
Unit 24 （p239） 
【１】(1) He was running to school.   (2) I wasn�t making curry and rice.  
      (3) You should hurry up. 
【２】(1) Take   (2) have  (3) see 
【３】(1) teeth   (2) cut   (3) ate 
【４】(1) absent, from   (2) this, time   (3) terrible, headache 
【５】(1) matter   (2) Did you do anything special this morning?   (3) Because 
【６】(1) あなたはすぐによくなるでしょう。   (2) 私たちは１時間に一度休むべきです。 
      (3) あなたの自転車に何が起きましたか。 
【７】(1) No wonder you look pale.   (2) You should go home right away.  
      (3) Why do you wash your hands three times a day? 
【８】(1) 1   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) caught, a   (2) began, just   (3) Did you break a window or something? 
【10】(1) She bought some chocolates.   (2) Yes, she is.   (3) Yes, she did.   
      (4) No, they don�t.   (5) Yes, they do. 
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Unit 25 （p249） 
【１】(1) My father gave me a watch.   (2) Please send your picture to us.  
      (3) She likes playing tennis. 
【２】(1) good news (2) it to him   (3) abroad 
【３】(1) show   (2) become   (3) tell 
【４】(1) What, subject   (2) favorite, singer   (3) enjoyed, drawing 
【５】(1) 私は 15 歳の日本人の少年です。   (2) 直樹はオーストラリアに文通友達がいます。  
      (3) あなたの住んでいる町について書いてもらえますか？ 
【６】(1) I listened to an English conversation program on the radio yesterday. 
      (2) My hobby is playing the guitar.   
      (3) I want to know about some sights in Washington D.C. 
【７】(1) ×   (2) ○   (3) × 
【８】(1) 1   (2) 2   (3) 2 
【９】(1) Please write about your hobbies and your country, too. 
      (2) The night sky in the winter is really beautiful. 
      (3) The woman on the right is my grandmother. 
【10】(1) Yes, we can.   (2) No, there isn�t.   (3) Yes, I do. 
      (4) We clean our bodies with a sponge.   (5) Yes, we do. 
 
Unit 26 （p259） 
【１】(1) older   (2) heavier   (3) largest 
【２】(1) middle, of   (2) not, continent  (3) real, size 
【３】(1) biggest   (2) much   (3) アメリカ合衆国とカナダのどちらか一方 
【４】(1) 伊藤先生はあなたの社会科の先生ですよね？   (2) エジプトはその古い文明で有名です。 
      (3) ロシアのバイカル湖は深さ 1620 メートルです。 
【５】(1) Naoki is a little taller than Takuya.   (2) Which is bigger, Canada or Japan? 
      (3) Your bat is as heavy as mine. 
【６】(1) ×   (2) ×   (3) ○ 
【７】(1) 2   (2) 1   (3) 2 
【８】(1) I read an interesting story in a book about the Nile last week.  
      (2) Is Australia the largest island in the world?   (3) Can I borrow the book? 
【９】(1) 1   (2) 3   (3) 4 
【10】(1) They are playing janken.   (2) Paper is stronger.   (3) No, it isn�t.    
      (4) No, he can�t.   (5) Jack is stronger. 
 
Unit 27 （p269） 
【１】(1) on   (2) never wakes   (3) At first 
【２】(1) piece   (2) laid   (3) stopped 
【３】(1) when   (2) that   (3) over 
【４】(1) some, day   (2) got, angry   (3) wake, up 
【５】(1) ベティーとジョージはお互い仲良くなりました。 
      (2) ガチョウは１日に１個卵を産み続けました。   (3) 口の中をいっぱいにして話すな。 
【６】(1) When I got to his house, he was doing his homework.    
      (2) If it rains tomorrow, we will play basketball in the gym.  
      (3) I hope that the mouse will find the lion. 
【７】(1) ○   (2) ○   (3) × 
【８】(1) Now he still lives in dark places during the day time. 
      (2) A few days later, the lion fell into a trap. 
      (3) When he barked at his shadow, he dropped the meat from his mouth. 
【９】(1) 2   (2) 3   (3) 3    
【10】(1) He often visited many places around his country alone.   (2) Yes, he was.   
      (3) He was ninety years old.  (4) Yes, he was.  
      (5) He said, �You are right, and I was wrong. You are doing a good thing. Good-bye.� 
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Unit 28 （p279） 
【１】(1) English is studied by many students, isn�t it? 
      (2) This sculpture was made by Picasso. 
      (3) Hiragana is written by Japanese people. 
【２】(1) mine   (2) for  (3) so 
【３】(1) at, all   (2) imported, from   (3) looks, like 
【４】(1) that   (2) 日本人はすべての漢字を覚えていますか？   (3) 2 
【５】(1) この本は多くのおもしろいことをあなたに教えるでしょう。 
      (2) 私は多くの漢字を読むことができますが、それらのいくつかを読むことができません。 
      (3) もしもこの本を好きならば、あなたはこの本を借りることができます。 
【６】(1) You have to practice tennis very hard.   (2) This pencil was made in China. 
      (3) You know the meaning of this word, don�t you? 
【７】(1) ○   (2) ○   (3) ○ 
【８】(1) 1   (2) 1   (3) 2 
【９】(1) Why do you feel that kanji is difficult?   (2) You found a very good example. 
      (3) You should write kanji often if you want to learn it.    
【10】(1) She�s from Scotland.   (2) Yes, it is.   (3) Yes, he did.   (4) No, he didn�t. 
      (5) She hopes that the students will read �Harry Potter� in English in the future. 
 
Unit 29 （p289） 
【１】(1) more beautiful   (2) fastest   (3) best 
【２】(1) as   (2) to  (3) with 
【３】(1) talking, about   (2) What, think   (3) Which, better 
【４】(1) fan   (2) It was written by H. G. Wells.   (3) writer 
【５】(1) この映画はどうでしたか？   (2) 誰か彼女と話したい人はいますか？    
      (3) この池にいるほとんどの鳥は、冬に北へ飛ぶでしょう。 
【６】(1) Is tempura the most popular food in Japan? 
      (2) Ayaka�s idea is better than mine.   (3) Helen gets up much earlier than I. 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) ○ 
【８】(1) 2   (2) 2   (3) 2 
【９】(1) Last week I saw �Superman� on video. 
      (2) We�re going to play an English drama about a famous cartoon character. 
      (3) I loved Astro Boy when I was a child. 
【10】(1) He likes soccer the best.   (2) Yes, they do.   (3) No, it isn�t. 
      (4) He wants to become a soccer player.   (5) It was held in Japan and Korea. 
 
Unit 30 （p299） 
【１】(1) I would like to talk to Ms. White.   (2) Would you speak more slowly? 
      (3) Would you like to check in? 
【２】(1) light   (2) arrival  (3) number 
【３】(1) spell, family   (2) help, baggage   (3) in, hurry 
【４】(1) 2   (2) Something is wrong with these headphones.   (3) broken 
【５】(1) お名前をいただけますか？   (2) あなたのニューヨークへの旅の目的は何ですか？ 
      (3) 私は５泊の予約をしてあります。 
【６】(1) Please give me something to eat.   (2) I came to Washington D.C. to meet Randy.  
      (3) How long are you going to stay in Japan? 
【７】(1) ×   (2) ×   (3) ○ 
【８】(1) 1   (2) 2   (3) 1 
【９】(1) May I see your ticket?   (2) Are you going to take flight 909 at 11:05?   
      (3) Then the purpose of your visit is sightseeing. 
【10】(1) He came to Japan a month ago.   (2) He often asks Jiro about Japanese. 
      (3) No, they don�t.   (4) No, they don�t.   (5) No, they aren�t. 
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リスニング問題スクリプトと出題校 
 
Unit 26【９】（2000山口県） 
(1) A: Look at the girl over there, Mary. 
   B: Oh, she is my sister. 
   Question: Who is the girl over there? 
(2) A: I�m going to the store. 
   B: Oh, can I go with you, Susan? 
   Question: Where is Susan going? 
(3) A: Are you free on Saturday, Yoko? 
   B: No, but I�m free on Sunday. 
   Question: When is Yoko free? 
 
Unit 27【９】（ (1) 2002熊本県   (2) 2003滋賀県   (3) 2003京都府 ） 
(1) A: Tom, you have a book about flowers. It looks interesting.  
     Did you find it in the school library? 
   B: No. I found it in the city library near your house, Keiko. I�ll read it this evening. 
   Question: Where did Tom find the book about flowers? 
(2) A: Akiko, who is that teacher? 
   B: He is Mr. Tanaka. 
   A: What does he teach? 
   B: He teaches us Japanese, and he can speak English very well. 
   Question: What does Mr. Tanaka teach? 
(3) A: How do you go to school, Koji? 
   B: By train. 
   A: What time do you leave home? 
   B: I usually leave home at 7:30 and get to school at 8:20. My school starts at 8:30. 
   Question: How long does it take from Koji�s house to school? 
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巻末資料集巻末資料集巻末資料集巻末資料集    
（注）*印は本書で学習しない語句を表します。 

    
資料資料資料資料１１１１        bebebebe 動詞動詞動詞動詞とととと一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞のののの基本文基本文基本文基本文まとめまとめまとめまとめ    
    
bebebebe動詞動詞動詞動詞（（（（現在形現在形現在形現在形））））    
    

 主語 動詞 補語  主語 動詞 補語 
私は 
～です 

I am a student. 私たちは 
～です 

We are students. 

あなたは 
～です 

You are a student. あなたがたは
～です 

You are students. 

彼は 
～です 

He is a student. 彼らは 
～です 

They are students. 

彼女は 
～です 

She is a student. 彼女らは 
～です 

They are students. 

それは 
～です 

It is a bird. それらは 
～です 

They are birds. 

 
一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞（（（（現在形現在形現在形現在形））））    
    

 主語 動詞 目的語  主語 動詞 目的語 
私は 
～します 

I play tennis. 私たちは 
～します 

We play tennis. 

あなたは 
～します 

You play tennis. あなたがたは
～します 

You play tennis. 

彼は 
～します 

He playssss tennis. 彼らは 
～します 

They play tennis. 

彼女は 
～します 

She playssss tennis. 彼女らは 
～します 

They play tennis. 

それは 
～します 

It likessss vegetables. それらは 
～します 

They like vegetables. 

 
bebebebe動詞動詞動詞動詞（（（（過去形過去形過去形過去形））））    
    

 主語 動詞 補語  主語 動詞 補語 
私は 
～でした 

I was a student. 私たちは 
～でした 

We were students. 

あなたは 
～でした 

You were a student. あなたがたは
～でした 

You were students. 

彼は 
～でした 

He was a student. 彼らは 
～でした 

They were students. 

彼女は 
～でした 

She was a student. 彼女らは 
～でした 

They were students. 

それは 
～でした 

It was a bird. それらは 
～でした 

They were birds. 
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一般動詞一般動詞一般動詞一般動詞（（（（過去形過去形過去形過去形））））    
    

 主語 動詞 目的語  主語 動詞 目的語 
私は 
～しました 

I playedededed tennis. 私たちは 
～しました 

We playedededed tennis. 

あなたは 
～しました 

You playedededed tennis. あなたがたは
～しました 

You playedededed tennis. 

彼は 
～しました 

He playedededed tennis. 彼らは 
～しました 

They playedededed tennis. 

彼女は 
～しました 

She playedededed tennis. 彼女らは 
～しました 

They playedededed tennis. 

それは 
～しました 

It likedededed    vegetables. それらは 
～しました 

They likedededed    vegetables. 

    
資料資料資料資料２２２２        人称代名詞人称代名詞人称代名詞人称代名詞まとめまとめまとめまとめ表表表表    
    

 主格 
(は) 

所有格
(の) 

目的格
(を、に)

所有 
代名詞
(の物)

 主格
(は)

所有格
(の) 

目的格 
(を、に) 

所有 
代名詞 
(の物) 

私 I my me mine 私たち 
 

we our us ours 

あなた you your you yours あなた 
がた 

you your you yours 

彼 he his him his 彼ら 
 

    

彼女 she her her hers 彼女ら 
 

they their them theirs 

それ it its it  ― それら 
 

    

誰 who whose who 
*whom

whose  
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資料資料資料資料３３３３        名詞名詞名詞名詞のののの複数形複数形複数形複数形のののの作作作作りりりり方方方方    
    

  例 
多くの名詞 sをつける book → bookssss 

boy → boyssss 
s、x、ch、shで終わる名詞、o
で終わる名詞の一部 

esをつける bus → buseseseses 
watch → watcheseseses 

子音＋yで終わる名詞 yを iに変えて esをつける lady → ladiesiesiesies 
country → countriesiesiesies 

f、feで終わる名詞 fを vに変えて esをつける leaf → leavesvesvesves 
housewife → housewivesvesvesves 

不規則変化をする名詞  child → childrenrenrenren 
tooth → teeeeeeeeth 

単数と複数が同じ形の名詞  Japanese → Japanese 
deer → deer 

    
資料資料資料資料４４４４        動詞動詞動詞動詞のののの inginginging形形形形のののの作作作作りりりり方方方方    
    

  例 
多くの動詞 ingをつける study → studyinginginging 

watch → watchinginginging 
発音しない eで終わる動詞 eをとって ingをつける make → makinginginging 

come → cominginginging 
アクセントのある短母音＋子
音で終わる動詞 

子音をふたつ重ねて ingをつけ
る 

get → gettingtingtingting 
run → runningningningning 

例外  *lie → lyingyingyingying 
*die → dyingyingyingying 

（注１）発音する eで終わる動詞の場合は、そのまま ingをつける。 
  （例）see → seeing 
（注２）アクセントのない短母音＋子音で終わる動詞の場合は、そのまま ingをつける。 
  （例）visit → visiting 
 
資料資料資料資料５５５５        規則動詞規則動詞規則動詞規則動詞のののの過去形過去形過去形過去形のののの作作作作りりりり方方方方    
 

  例 
多くの動詞 edをつける play → playedededed 

help → helpedededed 
eで終わる動詞 dだけをつける like → likedddd 

hope → hopedddd 
アクセントのある短母音＋子
音で終わる動詞 

子音をふたつ重ねて ed をつけ
る 

stop → stoppedededed 
drop → droppedededed 

子音＋yで終わる動詞 yを iに変えて edをつける study → studiediediedied 
try → triediediedied 

（注１）母音＋yで終わる動詞の場合は、そのまま edをつける。 
  （例）enjoy → enjoyed 
（注２）アクセントのない短母音＋子音で終わる動詞の場合は、そのまま edをつける。 
  （例）visit → visited 



英語の正道 J1-01-001 

資料資料資料資料６６６６        不規則動詞変化表不規則動詞変化表不規則動詞変化表不規則動詞変化表    
 

 原形 過去形 過去分詞 意味 
be was / were *been ～である 
begin began *begun 始まる 
break *broke broken こわす 
do did *done する 
draw *drew *drawn 描く 
drink *drank *drunk 飲む 
eat ate *eaten 食べる 
*fall fell *fallen 落ちる 
fly *flew *flown 飛ぶ 
give gave *given 与える 
go went *gone 行く 
know *knew known 知っている 
ride *rode *ridden 乗る 
see saw *seen 見る 
sing *sang *sung 歌う 
speak *spoke *spoken 話す 
swim *swam *swum 泳ぐ 
take took *taken 取る 
wake woke *woken (*waked) 起きる 
wear *wore *worn 着る 

Ａ－Ｂ－Ｃ型 

write wrote written 書く 
bring *brought *brought 持って来る 
buy bought bought 買う 
*catch caught caught 捕まえる 
feel *felt *felt 感じる 
find found found 見つける 
get got got (*gotten) 手に入れる 
have had had 持つ 
hear *heard *heard 聞く 
*keep kept kept 保つ 
leave left left 去る 
make made made 作る 
meet *met *met 会う 
say said said 言う 
sell *sold *sold 売る 
send *sent *sent 送る 
sit sat sat 座る 
sleep *slept *slept 眠る 
spend *spent *spent 過ごす 
stand *stood *stood 立つ 
teach taught taught 教える 
tell *told *told 話す 
think thought thought 思う 

Ａ－Ｂ－Ｂ型 

understand *understood *understood 理解する 
become became become ～になる 
come came come 来る 

Ａ－Ｂ－Ａ型 

run ran run 走る 
cut cut cut 切る 
put put put 置く 

Ａ－Ａ－Ａ型 

read read read 読む 
 



英語の正道 J1-01-001 

資料資料資料資料７７７７        形容詞形容詞形容詞形容詞・・・・副詞副詞副詞副詞のののの比較級比較級比較級比較級・・・・最上級最上級最上級最上級のののの作作作作りりりり方方方方    
 

  例（原級 ― 比較級 ― 最上級） 
多くの形容詞・副詞 er、estをつける long ― longerererer ― longestestestest 

high ― higherererer ― highestestestest 
eで終わる形容詞・副詞 r、stだけをつける large ― largerrrr ― largestststst 

wide ― widerrrr ― widestststst 
アクセントのある短母音＋子
音で終わる形容詞・副詞 

子音をふたつ重ねて er、
estをつける 

big ― biggergergerger ― biggestgestgestgest 
hot ― hotterterterter ― hottesttesttesttest 

子音＋yで終わる形容詞・副詞 y を i に変えて er、est
をつける 

easy ― easierierierier ― easiestiestiestiest 
early ― earlierierierier ― earliiiiestestestest 

３音節以上の形容詞・副詞、 
２音節の形容詞・副詞の多数、
１音節の形容詞・副詞の一部 

more、mostをつける beautiful ― moremoremoremore beautiful 
― mostmostmostmost beautiful 
slowly ― moremoremoremore slowly 
― mostmostmostmost slowly 

不規則変化をする形容詞・副詞  good, well ― betterbetterbetterbetter ― bestbestbestbest 
many, much ― moremoremoremore ― mostmostmostmost 

 

資料資料資料資料８８８８        ヘボンヘボンヘボンヘボン式式式式ローマローマローマローマ字字字字    
    
    

《《《《ヘボンヘボンヘボンヘボン式式式式ローマローマローマローマ字字字字》》》》（下線部は訓令式とちがう部分）    
a  ka  sa  ta  na  ha  ma  ya  ra  wa  n   ga  za  da  ba  pa 
あ  か  さ  た  な  は   ま  や  ら  わ  ん   が  ざ  だ   ば  ぱ 
i  ki  shi  chi  ni  hi  mi       ri          gi  ji   ji   bi   pi 
い  き  し  ち  に  ひ   み       り          ぎ  じ  ぢ  び   ぴ 
u  ku  su  tsu  nu  fu  mu  yu  ru         gu  zu  zu  bu  pu 
う  く  す  つ   ぬ  ふ  む   ゆ  る          ぐ  ず  づ  ぶ   ぷ 
e  ke  se  te  ne  he  me       re          ge  ze  de  be  pe 
え  け  せ  て  ね  へ  め       れ          げ  ぜ  で  べ  ぺ 
o  ko  so  to  no  ho  mo  yo  ro  o        go  zo  do  bo  po 
お  こ  そ  と  の  ほ  も  よ  ろ  を       ご  ぞ  ど  ぼ  ぽ    

    
kya  sha  cha  nya  hya  mya  rya  gya  ja  bya  pya 
きゃ しゃ ちゃ にゃ ひゃ みゃ りゃ  ぎゃ じゃ びゃ ぴゃ 

kyu  shu  chu  nyu  hyu  myu  ryu  gyu  ju  byu  pyu 
きゅ しゅ ちゅ にゅ ひゅ みゅ りゅ  ぎゅ じゅ びゅ ぴゅ 
kyo  sho  cho  nyo  hyo  myo  ryo  gyo  jo  byo  pyo 
きょ しょ ちょ にょ ひょ みょ りょ  ぎょ じょ びょ ぴょ 

 
(注１) 「ん」は nで表すが、b、m、pの前ではmで表す。 
(注２) 「っ」はその次の文字を重ねて表す。ただし、「あっち」は atchiのように chの前には tを入

れる。 
(注３) のばす音を表す記号は使わず、「とうきょう」は Tokyoとする。 
    
    
 



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
a !"#$%&' 1B 形 ひとつの ((不定冠詞))

15C ～というものは
11C ～につき

about !"()*+,' 6C 前 ～について
11C 副 およそ、約、～ごろ

abroad !"(-.*/0' 25C 副 外国へ
absent !1*(2"3,' 24A 形 欠席の
accident !1*42"0"3,' 17D 名 事故
activity !14,56",&' 6C 名 活動
actor !1*4,"- ' 5B 名 俳優
actress !1*4,-&2' 9D 名 女優
address !"0-%*2' 30D 名 住所
adventure !"06%*3,7"- ' 29C 名 冒険
Africa !1*8-&4"' 23C 名 アフリカ
after !1*8,"- ' 2B 前 ～の後で

2B after school  放課後
afternoon !198,"- 3+*/3' 6C 名 午後
again !":%*3' 9D 副 もう一度
ago !":;*+' 24B 副 ～前に
agree !":-5/' 29B 動 賛成する
airplane !<*"- =>%9&3' 16B 名 飛行機
airport !<*"- =.9/- ,' 25D 名 空港
all !./>' 13B 形 すべての

20A all day 一日中
17C 代 すべて
28A at all ((否定文で)) 少しも～ない

all right 9B よろしい、結構です
alone !">;*+3' 8A 副 ひとりで
along !">.*/?' 19A 前 ～に沿って
also !.*/>2;+' 16C 副 ～もまた
always !.*/>@&A' 3C 副 いつも
am !1B#$"B' 1A 動 ～である ((主語がIのときのbe動詞))
a.m. 11B 午前 ((時刻の後につける))
ambulance !1*B(C">"32' 17D 名 救急車
America !"B%*-"4"' 1D 名 アメリカ
American !"B%*-"4"3' 8A 形 アメリカ人の

18C アメリカの
24C 名 アメリカ人

among !"BD*?' 18B 前 ～の間に
an !"3#$13' 1B 形 ひとつの ((aと同じだが、母音の前で使う))
and !130#$"30' 2D 接 ～と

9A そして、それから
angry !1*?:-&' 27B 形 怒っている
animal !1*3"B">' 15A 名 動物
another !"3D*E"- ' 13D 形 もうひとつの、別の

13D 名 別のもの
answer !1*32"- ' 9C 名 答え

9D 動 答える
any !%*3&#$"3&' 6C 形 ((疑問文で)) いくつかの

6C ((否定文で)) 何も（ない）
20B ((肯定文で)) どれでも

anyone !%*3&@D3' 29C 代 ((疑問文で)) 誰か
anything !%*3&FG?' 20B 代 ((疑問文で)) 何か

23C ((否定文で)) 何も（～ない）
anyway !%*3&@%9&' 29C 副 とにかく
apple !1*=>' 20B 名 りんご
April !%*&=-">' 12D 名 ４月
are !)/- #$"-' 1B 動 ～である ((主語がyouおよび複数のときのbe動詞))
area !<*"-&"' 21C 名 地域



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
aren't !)/- 3,' 7A ((are notの短縮形))
around !"-)*+30' 15D 前 ～の周りに

20B 副 およそ、～ごろ
arrival !"-)*&6" >' 30C 名 到着
arrive !"-)*&6' 16B 動 到着する
art !)/- ,' 3B 名 芸術

3B art museum 美術館
as !1A#$"A' 13D 前 ～として
as ～ as … 26C …と同じくらい～である
Asia !%*&H"' 26C 名 アジア
ask !124' 26D 動 たずねる
at !1,#$",' 5C 前 ～に ((場所を表す))

10C ～に ((時を表す))
ate !%&,' 24B 動 ((eatの過去形))
August !.*/:"2,' 21A 名 ８月
aunt !13,' 25C 名 おば
Australia !.!/'2,-%*&>&"' 21A 名 オーストラリア
away !"@%*&' 13B 副 離れて
back !(14' 10C 副 後ろへ
bad !(10' 3A 形 悪い
bag !(1:' 2D 名 かばん
baggage !(1*:&0H' 30D 名 荷物
bake !(%&4' 20B 動 焼く
ball !(./>' 6B 名 ボール
bamboo !(1B(+*/' 15B 名 竹
banana !("31*3"' 18C 名 バナナ
bandage !(1*30&0H' 24D 名 包帯
bank !(1?4' 3C 名 銀行
bark !()/- 4' 27D 動 ほえる
baseball !(%*&2(.9/>' 2C 名 野球
basketball !(1*24&,(.9/>' 2C 名 バスケットボール
bat !(1,' 6B 名 バット
bat !(1,' 27A 名 コウモリ
bath !(1F' 11C 名 風呂

11C take a bath 風呂に入る
bathroom !(1*F-+9!/'B' 16D 名 浴室
battle !(1*,>' 27A 名 争い
be !(&/#$(&' 9C 動 ～である

29C ～になる
beast !(&/2,' 27A 名 けもの
beautiful !(C+*/,"8" >' 3D 形 美しい
became !(&4%*&B' 23D 動 ((becomeの過去形))
because !(&4.*/A' 24B 接 なぜならば
become !(&4D*B' 25B 動 ～になる
bed !(%0' 10C 名 ベッド

11C go to bed 寝る
beef !(&/8' 30B 名 牛肉
beer !(&"- ' 14D 名 ビール
before !(&8.*/- ' 11C 前 ～の前に ((時を表す))
began !(&:1*3' 24B 動 ((beginの過去形))
begin !(&:53' 11D 動 始まる

27A 動 始める
believe !(&>5/6' 28D 動 信じる
bell !(%>' 22A 名 鐘
bench !(%3,7' 15D 名 ベンチ
best !(%2,' 29B 形 ((goodの最上級))

29D 副 ((wellの最上級))
better !(%*,"- ' 29B 形 ((goodの比較級))

29D 副 ((wellの比較級))



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
between !(&,@5/3' 21D 前 （ふたつの）～の間に ((位置を表す))
bicycle !()*&2&4>' 4A 名 自転車
big !(&:' 2B 形 大きい

22D big brother 兄
5A big sister 姉

bill !(&>' 19C 名 紙幣
bird !("/- 0' 15C 名 鳥
birthday !("*/- F0%9&' 18B 名 誕生日

20C Happy birthday. 誕生日おめでとう。
biscuit !(524&,' 15A 名 ビスケット
black !(>14' 4A 形 黒い
blackboard !(>1*4(.9/- 0' 9B 名 黒板
bloom !(>+/B' 14D 動 花が咲く
blue !(>+/' 18A 形 青い
board !(./- 0' 15A 名 板

30A 動 （乗り物に）乗り込む
book !(+4' 2D 名 本
borrow !()*-;+' 26A 動 借りる
both !(;+F' 28D 形 両方の
bought !(./,' 23B 動 ((buyの過去形))
box !()42' 13C 名 箱
boy !(.&' 6A 名 少年
bread !(-%0' 4B 名 パン
break !(-%&4' 24D 動 こわす
breakfast !(-%*48"2,' 4B 名 朝食
bridge !(-&0H' 27D 名 橋
bring !(-&?' 13C 動 持って来る、連れて来る
Britain !(-5,3' 1D 名 イギリス
broken !(-;*+4" 3' 30B 動 ((breakの過去分詞))
brother !(-D*E"- ' 5D 名 兄弟
brown !(-)+3' 18D 形 茶色の
brush !(-D7' 24C 動 （ブラシで）磨く
bullet !(+*>&,' 29C 名 弾丸
bus !(D2' 13B 名 バス
business !(5A3&2' 16B 名 商売

16B business trip 出張
busy !(5A&' 13A 形 忙しい
but !(D,#$(",' 2C 接 しかし
buy !()&' 3C 動 買う
by !()&' 8C 前 ～によって((手段を表す))

15A ～のそばに((場所を表す))
28C ～によって((受動態の文で動作の主体を表す))

by the way 15C ところで
cafeteria !4198",5" -&"' 13C 名 セルフサービスの食堂
cake !4%&4' 22A 名 ケーキ
calendar !41*>"30"- ' 21A 名 カレンダー
call !4./>' 16D 動 呼ぶ

16D 電話をかける
calligraphy !4">5:-"8&' 22D 名 書道
came !4%&B' 23A 動 ((comeの過去形))
camera !41*B" -"' 14C 名 カメラ
can !413#$4"3' 14A 助 ～することができる
Canada !41*3"0"' 26D 名 カナダ
can't !413,' 14B ((can notの短縮形))
captain !41*=," 3' 23C 名 船長
car !4)/- ' 16C 名 車
card !4)/- 0' 14B 名 カード
careful !4<*"- 8">' 17D 形 注意深い
carefully !4<*"- 8" >&' 17B 副 注意深く



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
cartoon !4)/- ,+*/3' 29A 名 漫画
cat !41,' 4D 名 猫
catch !41,7' 23B 動 捕まえる
caught !4./,' 23B 動 ((catchの過去形))
CD 25A 名 ＣＤ
centimeter !2%*3,"BG/,"- ' 18D 名 センチメートル
certainly !2"*/- ," 3>&' 18C 副 確かに
chair !,7<"- ' 4C 名 いす
change !,7%&30H' 19B 動 変える

19B 交換する、（電車などを）乗り換える
19C 両替する
19C 名 つり銭

character !41*-"4,"- ' 28A 名 文字
29A 名 登場人物

check !,7%4' 18A 動 調べる
check in 30A 搭乗手続きをする

30D ホテルの宿泊手続きをする
cherry !,7%*-&' 14D 名 桜
chicken !,754&3' 20B 名 鶏肉
child !,7)&>0' 29C 名 子ども
children !,75>0-%3' 8D 名 ((childの複数形))
China !,7)*&3"' 28D 名 中国
Chinese !,7)9&35/A' 28D 形 中国の

28D 名 中国語
choose !,7+/A' 13C 動 選ぶ
chopstick !,7)*=2,G4' 10D 名 はし
chorus !4.*/-"2' 6D 名 コーラス
Christmas !4-52B"2' 21C 名 クリスマス

21C Merrry Christmas. メリー・クリスマス。
citizen !25,"A3' 12B 名 市民
city !25,&' 8A 名 市
civilization !2G6" >"A%*&7"3' 26A 名 文明
class !4>12' 1C 名 組

6C 名 授業
classical !4>1*2&4>' 6D 形 古典的な
classmate !4>1*2B%9&,' 1C 名 同級生
classroom !4>1*2-+9/B' 13D 名 教室
clean !4>&/3' 7B 動 掃除する
clock !4>)4' 11A 名 置時計、掛時計
closet !4>)*A&,' 10C 名 押入れ
cloudy !4>)*+0&' 21B 形 くもっている
club !4>D(' 6A 名 クラブ
coast !4;+2,' 25C 名 沿岸
coffee !4.*/8&' 18C 名 コーヒー
coin !4.&3' 19C 名 硬貨
cola !4;*+>"' 20D 名 コーラ
cold !4;+>0' 21C 形 寒い

24A 名 風邪
24A catch a cold 風邪をひく
24A have a cold 風邪にかかっている

college !4)*>&0H' 5A 名 大学
color !4D*>"- ' 18A 名 色
come !4DB' 3B 動 来る

28C come from ～に由来する
10B come in 入る
23A come out 出て来る

comic !4)*B&4' 29A 名 漫画
company !4D*B="3&' 5B 名 会社
computer !4"B=C+*/,"- ' 4C 名 コンピューター



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
contest !4)*3,%2,' 22D 名 コンテスト
continent !4)*3,"3"3,' 26B 名 大陸
conversation !4)936"- 2%*&7" 3' 25A 名 会話
cook !4+4' 24D 動 料理する
corner !4.*/- 3"- ' 19A 名 角
cosmos !4)*AB"2' 3D 名 コスモス
could !4+0#$4"0' 23B 助 ((canの過去形))
country !4D*3,-&' 7D 名 国
couple !4D*=>' 28B 名 ふたつ
cousin !4D*A3' 22B 名 いとこ
cream !4-&/B' 18C 名 クリーム
cross !4-./2' 17B 動 横切る
crowded !4-)*+0&0' 14C 形 混んでいる
cry !4-)&' 27B 動 泣く
culture !4D*>,7"- ' 14B 名 文化
curry !4"*/-&' 24D 名 カレー
cut !4D,' 24D 動 切る

24D ((cutの過去形))
cute !4C+/,' 4D 形 かわいい
dad !010' 20C 名 お父さん
daisy !0%*&A&' 3D 名 ひなぎく
dance !0132' 20D 動 踊る
dark !0)/- 4' 27A 形 暗い
date !0%&,' 12B 名 日付
daughter !0.*/,"- ' 8D 名 娘
day !0%&' 2A 名 日

27A 昼間
dear !0&"- ' 25B 形 親愛なる
December !0&2%*B("- ' 21A 名 12月
decide !0&2)*&0' 27A 動 決定する
deep !0&/=' 26C 形 深い
deer !0&"- ' 17C 名 鹿
delicious !0&>57"2' 10D 形 おいしい
dentist !0%*3,&2,' 24C 名 歯科医
department !0&=)*/- ,B"3,' 16C 名 部門、売り場

16C department store デパート
departure !0&=)*/- ,7"- ' 30A 名 出発
desk !0%24' 4C 名 机
detective !0&,%*4,&6' 29D 名 探偵
dictionary !0547" 3%9-&' 2B 名 辞書
did !0&0' 22B 動 ((doの過去形))
didn't !0503,' 22B ((did notの短縮形))
difference !058" -"32' 11B 名 ちがい、差
different !058" -"3,' 17A 形 異なった
difficult !058&4D9>,' 28A 形 難しい
dining room 10D 食堂
dinner !053"- ' 4B 名 夕食、主要な食事
do !0+/#$0"' 2B 助 ((疑問文、否定文を作る語))

!0+/' 4C 動 ～をする
6C ((動詞の代わりに使う語))

doctor !0)*4,"- ' 24A 名 医者
does !0DA#$0"A' 6B 助 ((doの３人称単数現在形))
doesn't !0D*A3,' 6B ((does notの短縮形))
dog !0./:' 7B 名 犬
doll !0)>' 5D 名 人形
don't !0;+3,' 2C ((do notの短縮形))
door !0./- ' 17A 名 扉
down !0)+3' 9A 副 下へ
drama !0-)*/B"' 29A 名 劇



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
draw !0-./' 25A 動 描く
drink !0-&?4' 4B 動 飲む

20D 名 飲み物
driver !0-)*&6"- ' 17D 名 運転手
drop !0-)=' 27D 動 落とす
duck !0D4' 15D 名 カモ
during !0C +*-&?' 12D 前 ～の間に ((時を表す))
each !&/,7' 21A 形 それぞれの
each other 27A お互い
early !"*/- >&' 11C 副 早く

20C 形 早い
earth !"/- F' 14A 名 地球
east !&/2,' 25C 名 東
easy !5/A&' 17C 形 やさしい
eat !&/,' 13C 動 食べる
egg !%:' 27C 名 卵
Egypt !5/0H&=,' 26A 名 エジプト
eight !%&,' 1E 名 ８、８個の
eighteen !%&,5/3' 2E 名 18、18個の
eighteenth !%&,5/3F' 5E 名 第18番目（の）
eighth !%&,F' 4E 名 第８番目（の）
eightieth !%*&,&&F' 6E 名 第80番目（の）
eighty !%*&,&' 3E 名 80、80個の
either !5/E"- ' 26D 代 どちらか
elementary !%9>"B%*3," -&' 5D 形 初歩の

5D elementary school 小学校
elevator !%*>"6%9&,"- ' 30A 名 エレベーター
eleven !&>%*6"3' 2E 名 11、11個の
eleventh !&>%*6" 3F' 5E 名 第11番目（の）
else !%>2' 20A 副 ほかに
e-mail !5/B%&>' 4C 名 Ｅメール
end !%30' 12D 動 終わる

12D 名 終わり
England !5?:>"30' 23A 名 イングランド
English !5?:>&7' 1B 名 英語

23A 形 イングランドの
enjoy !&30H.*&' 22B 動 楽しむ
Eurasia !C+" -%*&H"' 26C 名 ユーラシア
Europe !C+*" -"=' 26C 名 ヨーロッパ
eve !&/6' 22A 名 前夜
evening !5/63&?' 20A 名 晩
event !&6%*3,' 22D 名 行事
every !%*6-&' 2A 形 すべての
everybody !%*6-&()90&' 9A 代 みんな
everyone !%*6-&@D93' 9B 代 みんな
exact !&:A1*4,' 25D 形 正確な
exactly !&:A1*4,>&' 22A 副 正確に
example !&:A1*B=>' 15A 名 例

15A for example たとえば
Excuse me. 10A すみません。
exit !%*:A&,' 14C 名 出口
expensive !&42=%*32&6' 20C 形 （値段が）高い
experience !&42=5" -&"32' 22D 名 経験
eye !)&' 28C 名 目
face !8%&2' 27B 名 顔
fall !8./>' 12C 名 秋
family !81*B" >&' 5B 名 家族

30D family name 姓
famous !8%*&B"2' 8B 形 有名な



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
fan !813' 29D 名 ファン
far !8)/- ' 8C 形 遠い
farewell !8<9"- @%*>' 29A 名 別れ

29A farewell party 送別会
farmer !8)*/- B"- ' 27C 名 農夫
fast !812,' 6A 副 速く

11A 形 時計が進んでいる
father !8)*/E"- ' 5B 名 父
favorite !8%*&6" -&,' 9D 形 お気に入りの
February !8%*(-+%9-&' 21A 名 ２月
feel !8&/>' 28A 動 感じる
fell !8%>' 27B 動 ((fallの過去形))
female !85/B%&>' 15B 名 メス
fever !85/6"- ' 24A 名 熱
few !8C+/' 19D 形 少数の ((a fewという形で))
fiction !8547" 3' 29D 名 作り話
fifteen !8G8,5/3' 2E 名 15、15個の
fifteenth !8G8,5/3F' 5E 名 第15番目（の）
fifth !8&8F' 4E 名 第５番目（の）
fiftieth !858,&&F' 6E 名 第50番目（の）
fifty !858,&' 3E 名 50、50個の
find !8)&30' 14B 動 見つける
fine !8)&3' 3A 形 元気な

20B 良い
21B 晴れている

finger !85?:"- ' 24D 名 指
first !8"/- 2,' 4E 名 第１番目（の）

27A at first 初めは
14D 副 最初に

fish !8&7' 28C 名 魚
five !8)&6' 1E 名 ５、５個の
flag !8>1:' 7A 名 旗
flight !8>)&,' 30A 名 飛行
floor !8>./- ' 18A 名 （建物の）階
flower !8>)*+"- ' 3D 名 花
fly !8>)&' 15C 動 飛ぶ

22B 飛ばす、揚げる
food !8+/0' 10D 名 食べ物
foot !8+,' 19D 名 足

19D on foot 徒歩で
for !8./- #$8"- ' 4B 前 ～のために

11C ～の間 ((時を表す))
11D ～に向かって ((場所を表す))
23D ～と引換えに

foreign !8.*/-&3' 3C 形 外国の
forgive !8"- :56' 27B 動 許す
fortieth !8.*/- ,&&F' 6E 名 第40番目（の）
forty !8.*/- ,&' 3E 名 40、40個の
forward !8.*/- @"- 0' 14C 副 前へ
found !8)+30' 27B 動 ((findの過去形))
four !8./- ' 1E 名 ４、４個の
fourteen !8./- ,5/3' 2E 名 14、14個の
fourteenth !8./- ,5/3F' 5E 名 第14番目（の）
fourth !8./- F' 4E 名 第４番目（の）
free !8-&/' 13A 形 ひまな
French !8-%3,7' 13D 名 フランス語
Friday !8-)*&0&' 12A 名 金曜日
friend !8-%30' 4C 名 友達

27A make friends with ～と仲良くする



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
from !8-)B#$8-"B' 1D 前 ～から、～出身の

12A from ～to ･･･ ～から･･･まで
front !8-D3,' 17D 名 前

17D in front of ～の前に
fruit !8-+/,' 20B 名 果物
full !8+>' 23D 形 いっぱいの

23D be full of ～でいっぱいの
funny !8D*3&' 15A 形 おかしい
future !8C+*/,7"- ' 25B 名 将来
game !:%&B' 4C 名 ゲーム
garden !:)*/- 03' 4A 名 庭
gate !:%&,' 30A 名 門
gave !:%&6' 23B 動 ((giveの過去形))
gentleman !0H%*3,>B"3' 30A 名 紳士
gentlemen !0H%*3,>B"3' 30A 名 ((gentlemanの複数形))
get !:%,' 7D 動 手に入れる

19A 着く
24A ～になる

get off 19D 降りる
get on 13B （乗り物に）乗る
get up 11C 起きる
gift !:&8,' 15B 名 贈り物
girl !:"/- >' 7D 名 少女
give !:&6' 15A 動 与える
give up 17A あきらめる
glove !:>D6' 6B 名 グローブ
go !:;+' 2D 動 行く

16A be going to ～するつもりである
27B go away 立ち去る
21D go back 戻る
17A go down 下りる
17A go up 上る

Go ahead. 20C さあどうぞ。
golden !:;*+>0" 3' 27C 形 金色の
good !:+0' 4D 形 良い

7C be good at ～が得意である
Good afternoon. 2B こんにちは。
Good evening. 20C こんばんは。
Good morning. 8C おはようございます。
good-bye !:+0 ()*&' 16D 感 さようなら
goose !:+/2' 27C 名 ガチョウ
got !:),' 23A 動 ((getの過去形))
grandfather !:-1*30 8)9/E"- ' 14B 名 祖父
grandmother !:-1*30BD9E"- ' 25D 名 祖母
grape !:-%&=' 20B 名 ぶどう
grapefruit !:-%*&=8-+9/,' 20D 名 グレープフルーツ
great !:-%&,' 6D 形 すばらしい
green !:-&/3' 17B 形 緑色の
guitar !:&,)*/- ' 25B 名 ギター
gym !0H&B' 22D 名 体育館
had !I10#$I"0' 23A 動 ((haveの過去形))
hair !I<"- ' 11C 名 髪、毛
half !I18' 18D 名 半分
hamster !I1*B2,"- ' 4D 名 ハムスター
hand !I130' 7A 名 手
handsome !I1*32"B' 5B 形 美男子の
happen !I1*=" 3' 24D 動 起こる
happy !I1*=&' 20C 形 幸せな
hard !I)/- 0' 28A 副 熱心に



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
has !I1A#$I"2' 6B 動 ((haveの３人称単数現在形))
have !I16' 2A 動 持っている

4B 食べる
have to 19B ～なければならない
he !I&/#$I&' 5A 代 彼は
headache !I%*0%9&4' 24A 名 頭痛
headphone !I%*08;9+3' 30B 名 ヘッドホン
hear !I&"- ' 17D 動 聞こえる
heavy !I%*6&' 2D 形 重い
hello !I">;*+' 1A 感 こんにちは

16D ((電話で)) もしもし
help !I%>=' 7B 動 助ける、手伝う

18B 名 助け
her !I"/- #$"/- ' 5C 代 彼女の ((sheの所有格))

8A 代 彼女を ((sheの目的格))
here !I&"- ' 3B 副 ここに

21C here is ここに～がある
Here you are. 18A はい、どうぞ
hero !I5"-;+' 29C 名 英雄
hers !I"/- A' 6B 代 彼女のもの ((sheの所有代名詞))
he's !I&/A#$I&A' 5B ((he isの短縮形))
hi !I)&' 1C 感 やあ、こんにちは
high !I)&' 5A 形 高い

5A high school 高等学校
him !I&B' 8D 代 彼を ((heの目的格))
his !I&A' 5B 代 彼の ((heの所有格))

26A 代 彼のもの ((heの所有代名詞))
history !I52," -&' 14A 名 歴史
hobby !I)*(&' 25A 名 趣味
hole !I;+>' 23B 名 穴
holiday !I)*>"0%9&' 12B 名 休日、祝日
home !I;+B' 5C 名 家、家庭

5C at home 家で
12B 副 家へ

homepage !I;*+B=%9&0H' 28C 名 ホームページ
hometown !I;*+B,)*+3' 3A 名 住んでいる町
homework !I;*+B@"9/- 4' 12D 名 宿題
honest !)*3&2,' 23D 形 正直な
hope !I;+=' 27C 動 希望する
horse !I./- 2' 15C 名 馬
hospital !I)*2=&,>' 19D 名 病院
hot !I),' 21C 形 暑い
hotel !I;+ ,%*>' 16A 名 ホテル
hour !)*+"- ' 11B 名 時間
house !I)+2' 4A 名 家
housewife !I)*+2@)9&8' 5C 名 主婦
how !I)+' 8C 副 どうやって

12A how about ～についてはどうですか？
19A how far どのくらいの距離の
19D how long どのくらいの時間の
8D how many いくつの
18A how much いくら
20D how often 何回
18B how old 何歳
10C ((感嘆文で))なんて

How are you? 3A お元気ですか？
how's !I)+A' 21B ((how isの短縮形))
hundred !ID*30-"0' 3E 名 100、100個の
hundredth !ID*30-"0F' 6E 名 第100番目（の）



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
hungry !ID*?:-&' 20D 形 空腹の
hurry !I"*/-&' 11A 動 急ぐ

11A hurrry up 急ぐ
30A 名 急ぎ
30A in a hurrry 急いでいる

husband !ID*A("30' 8A 名 夫
I !)&' 1A 代 私は
I beg your pardon? 30C すみませんが、もう一度おっしゃってください。
I see. 13D わかりました。
I'd !)&0' 30B ((I wouldの短縮形))
idea !)&05/"' 29B 名 考え
if !&8' 27B 接 もしも～ならば
I'll !)&>' 16C ((I willの短縮形))
I'm !)&B' 1A ((I amの短縮形))
import !&B=.*/- ,' 28D 動 輸入する
important !&B=.*/- ," 3,' 17B 形 重要な
in !&3' 1C 前 ～の中に ((場所を表す))

10C ～（の間）に ((時を表す))
16D （今から）～後に ((時を表す))
6D ～で ((手段を表す))
10B 副 中へ

interesting !53," -&2,&?' 10C 形 面白い
into !53,+' 23B 前 ～の中へ
invite !&36)*&,' 20A 動 招待する
is !&A#$A' 3A 動 ～である ((主語が３人称単数のときのbe動詞))
island !)*&>"30' 26B 名 島
isn't !5A3,' 3C ((is notの短縮形))
it !&,' 3B 代 それは

9D それを ((itの目的格))
11A ((時刻、時間、距離、天候、気候などを表す主語))

it'll !5,>' 21B ((it willの短縮形))
its !&,2' 15C 代 その ((itの所有格))
it's !&,2' 3B ((it isの短縮形))
January !0H1*3C+%9-&' 21A 名 １月
Japan !0H"=1*3' 10A 名 日本
Japanese !0H19="35/A' 8A 形 日本人の

10D 日本の
9B 名 日本語

job !0H)(' 5C 名 仕事
join !0H.&3' 27A 動 参加する
juice !0H+/2' 18C 名 ジュース
July !0H+!/'>)*&' 21A 名 ７月
June !0H+/3' 12D 名 ６月
junior !0H+*/3C"- ' 11D 形 年少の

11D junior high school 中学校
just !0HD2,' 24B 副 ちょうど
keep !4&/=' 23B 動 飼う

27C ((keep ～ingで))～し続ける
kept !4%=,' 23B 動 ((keepの過去形))
key !4&/' 30D 名 鍵
kill !4&>' 27C 動 殺す
kilometer !45>"BG,"- ' 19A 名 キロメートル
kind !4)&30' 7B 名 種類
kind !4)&30' 23D 形 親切な
king !4&?' 23D 名 王様
kitchen !45,7&3' 4B 名 台所
kite !4)&,' 22B 名 凧
knife !3)&8' 24D 名 ナイフ
know !3;+' 6C 動 知っている



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
known !3;+3' 29B 動 ((knowの過去分詞))
lady !>%*&0&' 30A 名 婦人
laid !>%&0' 27C 動 ((layの過去形))
lake !>%&4' 26C 名 湖
language !>1*?:@&0H' 13D 名 言語
large !>)/- 0H' 13B 形 大きい
last !>12,' 9D 形 最後の

22D この前の
late !>%&,' 11D 形 遅い

副 遅く
later !>%*&,"- ' 14D 副 後で
laugh !>18' 23C 動 笑う
lay !>%&' 27C 動 産む
leaf !>&/8' 15B 名 葉
learn !>"/- 3' 13D 動 習う
leave !>&/6' 11D 動 去る
leaves !>&/6A' 15B 名 ((leafの複数形))
left !>%8,' 4C 形 左の

19A 副 左へ
19A 名 左

left !>%8,' 23A 動 ((leaveの過去形))
leg !>%:' 15C 名 脚
lesson !>%*23' 7C 名 レッスン
let's !>%,2' 10A ～しましょう
letter !>%*,"- ' 16A 名 手紙

17C 文字
library !>)*&(-%9-&' 2D 名 図書館
life !>)&8' 13A 名 生活
light !>)&,' 17B 名 光
light !>)&,' 30D 形 軽い
like !>)&4' 2B 動 好きである
like !>)&4' 7A 前 ～のような

10D ～のように
line !>)&3' 8C 名 線
lion !>)*&"3' 15C 名 ライオン
listen !>523' 9C 動 聴く

9C listen to ～を聴く
little !>5,>' 5D 形 小さい

19A a little 少し
5D little brother 弟
5D little sister 妹

live !>&6' 8A 動 住んでいる
living room 4D 居間
lobby !>)*(&' 30A 名 ロビー
London !>D*30"3' 1D 名 ロンドン
long !>./?' 10A 形 長い
look !>+4' 9B 動 見る

9B look at ～を見る
24A ～に見える

look for 18B 探す
lot !>),' 6C 名 たくさん

6C a lot たくさん
6C a lot of たくさんの
12D lots of たくさんの

love !>D6' 3D 動 愛する
lunch !>D3,7' 13C 名 昼食

13C lunch box 弁当箱
ma'am !B1B' 18C 名 ((目上の女性に対する呼びかけ))
machine !B"75/3' 15A 名 機械
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made !B%&0' 27A 動 ((makeの過去形))

28D 動 ((makeの過去分詞))
magazine !B1*:"AG/3' 2D 名 雑誌
make !B%&4' 4B 動 作る
male !B%&>' 15B 名 オス
man !B13' 5B 名 男性
many !B%*3&' 8B 形 多くの
map !B1=' 26A 名 地図
March !B)/- ,7' 12D 名 ３月
marry !B1*-&' 23D 動 結婚する
master !B1*2,"- ' 23A 名 主人
math !B1F' 8D 名 数学
matter !B1*,"- ' 24A 名 問題
May !B%&' 12B 名 ５月
may !B%&' 17B 助 ～してもよい

17D ～かもしれない
mayor !B%*&"- ' 23D 名 市長
me !B&/#$B&' 9A 代 私を ((Iの目的格))
mean !B&/3' 9B 動 意味する
meaning !B5/3&?' 28C 名 意味
meat !B&/,' 27D 名 肉
medicine !B%*0"2" 3' 24A 名 薬
meet !B&/,' 25D 動 会う
member !B%*B("- ' 6D 名 メンバー
menu !B%*3C +/' 13C 名 メニュー
merry !B%*-&' 21C 形 陽気な
meter !B5/,"- ' 26C 名 メートル
middle !B50>' 26C 名 真ん中

26C in the middle of ～の真ん中に
midnight !B503)9&,' 22A 名 午前０時
milk !B&>4' 4B 名 牛乳
million !B5>C"3' 28C 名 百万
mine !B)&3' 6B 代 私のもの ((Iの所有代名詞))
minute !B53&,' 11A 名 分
Miss !B&2' 8C ((未婚女性の姓につける語))
model !B)*0>' 6C 名 模型
mom !B)B' 16D 名 お母さん
moment !B;*+B"3,' 18A 名 瞬間

18A a moment 少しの間
Monday !BD*30&' 12A 名 月曜日
money !BD*3&' 7D 名 お金
monkey !BD*?4&' 15A 名 サル
month !BD3F' 16A 名 月
more !B./- ' 29A 副 もっと ((比較級を作る語))
morning !B.*/- 3&?' 10C 名 午前、朝
most !B;+2,' 13B 形 大部分の

29C 代 大部分
29A 副 もっとも ((最上級を作る語))

mother !BD*E"- ' 5C 名 母
mountain !B)*+3," 3' 8B 名 山
mouse !B)+2' 4D 名 ネズミ
mouth !B)+F' 27D 名 口
move !B+/6' 13D 動 動く
movie !B+*/6&' 14A 名 映画
Mr. !B52,"- ' 7C ((男性の姓につける語))
Mrs. !B52&A' 7C ((既婚女性の姓につける語))
Ms. !B&A' 2B ((女性の姓につける語))
Mt. !B)+3,' 8B ((山の名前の前につける語))
much !BD,7' 8D 副 とても
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21B 形 たくさんの

museum !BC+!/'A5"B' 3B 名 博物館
music !BC+*/A&4' 6D 名 音楽
must !BD2,#$B"2!,'' 17A 助 ～なければならない

20C ～にちがいない
my !B)&' 1C 代 私の ((Iの所有格))
name !3%&B' 5A 名 名前
narrow !31*-;+' 17D 形 細い
national !31*73">' 12B 形 国民の
near !3&"- ' 10A 前 ～の近くに
need !3&/0' 18B 動 必要である
neighbor !3%*&("- ' 7C 名 近所の人
nephew !3%*8C+/' 18B 名 甥
never !3%*6"- ' 27B 副 けっして～ない
new !3C +/' 1B 形 新しい

22A Happy New Year. あけましておめでとう。
22A new year 新年

New York 1D 名 ニューヨーク
news !3C +/A' 25C 名 知らせ
next !3%42,' 13D 形 次の
nice !3)&2' 2A 形 良い、すてきな
Nice to meet you. 1A はじめまして。
night !3)&,' 10C 名 夜
nine !3)&3' 1E 名 ９、９個の
nineteen !3)&3,5/3' 2E 名 19、19個の
nineteenth !3)&3,5/3F' 5E 名 第19番目（の）
ninetieth !3)*&3,&&F' 6E 名 第90番目（の）
ninety !3)*&3,&' 3E 名 90、90個の
ninth !3)&3F' 4E 名 第９番目（の）
no !3;+' 1C 副 いいえ

12B 形 少しも～ない
north !3./- F' 15D 名 北
not !3),' 1C 副 ～ではない
notebook !3;*+,(+94' 9C 名 ノート
November !3;+ 6%*B("- ' 12C 名 11月
now !3)+' 9D 副 今

10A さあ、ほら
number !3D*B("- ' 30D 名 数、番号
nurse !3"/- 2' 5C 名 看護師
o'clock !"4>)*4' 11A ～時
October !)4,;*+("- ' 12C 名 10月
of !)6#$"6' 5B 前 ～の

29B ～のうちで
of course 18D もちろん
off !./8' 10B 副 離れて
office !.*/8&2' 3C 名 事務所
often !.*/8" 3' 2C 副 しばしば
oh !;+' 1C 感 おお、おや
O.K. 10A よろしい
old !;+>0' 3B 形 古い

7C 年老いた
on !)3' 4C 前 ～の上に

12A ～に ((時を表す))
once !@D32' 21D 副 １回

27D かつて
one !@D3' 1E 名 １、ひとつの

18A 代 ((同じ名詞の繰り返しを避けるための代名詞))
23A 形 ある
23A one day ある日



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
only !;*+3>&' 11C 副 ただ～だけ
open !;*+=" 3' 9A 動 開く
opinion !"=53C"3' 29B 名 意見
or !./- #$"- ' 4D 接 または、それとも
orange !.*/-&30H' 20B 名 オレンジ
order !.*/- 0"- ' 18C 名 注文
ostrich !)*2,-&,7' 15C 名 ダチョウ
other !D*E"- ' 14D 形 ほかの
our !)+"- #$)/- ' 7A 代 私たちの ((weの所有格))
ours !)+"- A#$)/- A' 7B 代 私たちのもの ((weの所有代名詞))
out !)+,' 10C 副 外へ
outdoor !)*+,0.9/- ' 22B 形 屋外の
over !;*+6"- ' 27A 形 終わっている

27D 前 ～の上を越えて
over there 14C あそこに
own !;+3' 13C 形 自分自身の

23B of one's own 自分自身の
page !=%&0H' 9A 名 ページ
painting !=%*&3,&?' 14C 名 絵画
pair !=<"- ' 18D 名 １組
pal !=1>' 25A 名 友達
pale !=%&>' 24A 形 顔色が悪い
panda !=1*30"' 15B 名 パンダ
paper !=%*&="- ' 28D 名 紙
parent !=<*" -"3,' 8D 名 親
park !=)/- 4' 7B 名 公園

17C 動 駐車する
party !=)*/- ,&' 20A 名 パーティー
passport !=1*2=.9/- ,' 30C 名 パスポート
peace !=&/2' 22C 名 平和
pen !=%3' 25A 名 ペン
pencil !=%*32" >' 9C 名 鉛筆
people !=5/=>' 7C 名 人々
perfect !="*/- 8&4,' 18A 形 完ぺきな
pet !=%,' 4D 名 ペット
phone !8;+3' 16D 名 電話
piano !=&1*3;+' 6D 名 ピアノ
pick !=&4' 13B 動 拾う

13B pick up （人を）車に乗せる
picnic !=543&4' 13B 名 ピクニック
picture !=54,7"- ' 3B 名 絵

5B 写真
pie !=)&' 20B 名 パイ
piece !=&/2' 27D 名 １片

27D a piece of ひときれの
pink !=&?4' 26B 形 桃色の
pizza !=5/,2"' 13C 名 ピザ
place !=>%&2' 8B 名 場所
plane !=>%&3' 30A 名 飛行機
play !=>%&' 2A 動 ～をする

6D （楽器を）ひく
29A （劇などを）演じる

player !=>%*C "- ' 7A 名 選手
playground !=>%*&:-)9+30' 7D 名 運動場
please !=>&/A' 9D 動 どうぞ～してください
p.m. 11B 名 午後 ((時刻の後につける))
poem !=;*+&B' 22B 名 詩
pond !=)30' 15D 名 池
pool !=+/>' 6A 名 プール



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
poor !=+"- ' 7D 形 貧しい
popular !=)*=C">"- ' 18B 形 人気のある
post !=;+2,' 3C 名 郵便

3C post office 郵便局
postcard !=;*+2, 4)9/- 0' 15B 名 はがき
potato !=",%*&,;+' 24D 名 じゃがいも
practice !=-1*4,&2' 2C 動 練習する
present !=-%*A" 3,' 18B 名 プレゼント
pretty !=-5,&' 7D 形 きれいな
problem !=-)*(>"B' 19B 名 問題

19B No problem. 問題ありません。
program !=-;*+:-1B' 25A 名 番組
purpose !="*/- ="2' 30C 名 目的
put !=+,' 9C 動 置く

10C put back もとへ戻す
question !4@%*2,7" 3' 9C 名 問題
quiet !4@)*&",' 9C 形 静かな
quiz !4@&A' 17A 名 クイズ
racket !-1*4&,' 2A 名 ラケット
radio !-%*&0&;9+' 25A 名 ラジオ
railroad !-%*&>-;9+0' 6C 名 鉄道
rain !-%&3' 21B 動 雨が降る

21B 名 雨
rainy !-%*&3&' 21B 形 雨の多い
ran !-13' 24B 動 ((runの過去形))
rat !-1,' 23B 名 ネズミ
read !-&/0' 2D 動 読む

!-%0' 26A ((readの過去形))
ready !-%*0&' 10D 形 準備ができている
real !-5/" >' 21C 形 本当の
really !-5/" >&' 6D 副 本当に
red !-%0' 17B 形 赤い
remember !-&B%*B("- ' 26A 動 思い出す

28B 覚えている
repeat !-&=5/,' 9A 動 繰り返す
reservation !-%9A"- 6%*&7" 3' 30D 名 予約
rest !-%2,' 24B 動 休む
restaurant !-%*2,"-" 3,' 14D 名 レストラン
ribbon !-5("3' 18B 名 リボン
rice !-)&2' 22A 名 米

22A rice cake もち
rich !-&,7' 23D 形 金持ちの
ride !-)&0' 4A 動 乗る
right !-)&,' 7A 形 右の

14D 正しい
14C 副 ちょうど
17A 右へ
15A 名 右

right away 24C すぐに
river !-56"- ' 26A 名 川
road !-;+0' 17A 名 道
roast !-;+2,' 20B 形 焼いた
room !-+!/'B' 4C 名 部屋
rope !-;+=' 27B 名 縄
rose !-;+A' 3D 名 バラ
rule !-+/>' 17A 名 規則
run !-D3' 11D 動 走る

15C run away 逃げる
Russia !-D*7"' 26C 名 ロシア



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
said !2%0' 23A 動 ((sayの過去形))
salad !21*>"0' 20D 名 サラダ
same !2%&B' 17C 形 同じ
San Francisco 11B 名 サンフランシスコ
sandwich !21*30@&,7' 20D 名 サンドウィッチ
sat !21,' 23A 動 ((sitの過去形))
Saturday !21*,"- 0&' 12A 名 土曜日
saw !2./' 27A 動 ((seeの過去形))
say !2%&' 9D 動 言う

16A ～と書いてある
scholar !24)*>"- ' 28B 名 学者
school !24+/>' 2B 名 学校

12D school year 学年
science !2)*&"32' 14A 名 科学

29D science fiction 空想科学小説
scientist !2)*&"3,&2,' 25B 名 科学者
sculpture !24D*>=,7"- ' 14C 名 彫像
sea !2&/' 26C 名 海
season !25/A3' 21A 名 季節
second !2%*4"30' 4E 名 第２番目（の）
see !2&/' 14A 動 見る
sell !2%>' 7D 動 売る
send !2%30' 7D 動 送る
senior !25/3C"- ' 12B 形 年長の
sentence !2%*3,"32' 9A 名 文
September !2%=,%*B("- ' 12B 名 ９月
seven !2%*6" 3' 1E 名 ７、７個の
seventeen !2%96" 3,5/3' 2E 名 17、17個の
seventeenth !2%96" 3,5/3F' 5E 名 第17番目（の）
seventh !2%*6" 3F' 4E 名 第７番目（の）
seventieth !2%*6" 3,&&F' 6E 名 第70番目（の）
seventy !2%*6" 3,&' 3E 名 70、70個の
shadow !71*0;+' 27D 名 影
shall !71>#$7">' 20B 助 ((未来の推量や意志を表す助動詞))

20B shall I ～しましょうか？ ((申し出を表す))
20D shall we ～しましょうか？ ((勧誘を表す))

shape !7%&=' 28C 名 形
she !7&/#$7&' 5A 代 彼女は
she's !7&/A#$7&A' 5C ((she isの短縮形))
ship !7&=' 23C 名 船
shirt !7"/- ,' 18A 名 シャツ
shoe !7+/' 10B 名 靴
shop !7)=' 3D 名 店
should !7+0#$7"0' 24C 助 ～すべきである
show !7;+' 16C 動 見せる

26B 示す
22A 名 見世物、ショー

shrine !7-)&3' 22C 名 神社
shy !7)&' 10B 形 恥ずかしがりの
side !2)&0' 14D 名 側
sight !2)&,' 25D 名 名所
sightseeing !2)*&,2G/&?' 30C 名 観光
sign !2)&3' 17C 名 標識
sing !2&?' 6D 動 歌う
singer !25?"- ' 25A 名 歌手
sir !2"- ' 18B 名 ((目上の男性に対する呼びかけ))
sister !252,"- ' 5A 名 姉妹
sit !2&,' 9A 動 座る

9A sit down 座る



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
six !2&42' 1E 名 ６、６個の
sixteen !2&42,5/3' 2E 名 16、16個の
sixteenth !2&42,5/3F' 5E 名 第16番目（の）
sixth !2&42F' 4E 名 第６番目（の）
sixtieth !2542,&&F' 6E 名 第60番目（の）
sixty !2542,&' 3E 名 60、60個の
size !2)&A' 18D 名 大きさ
sky !24)&' 25B 名 空
sleep !2>&/=' 10C 動 眠る
sleepy !2>5/=&' 11A 形 眠い
slope !2>;+=' 17A 名 坂
slow !2>;+' 11A 形 遅い
slowly !2>;*+>&' 9D 副 ゆっくりと
small !2B./>' 4A 形 小さい
smell !2B%>' 10D 名 におい
smoke !2B;+4' 18C 動 タバコを吸う
snow !23;+' 21C 動 雪が降る
so !2;+' 4A 接 だから

16C 副 そのように
28A 副 それほど

so on 12C ～など
soccer !2)*4"- ' 7A 名 サッカー
social !2;*+7" >' 26A 形 社会の

26A social studies 社会科
soda !2;*+0"' 20D 名 ソーダ
sofa !2;*+8"' 4D 名 ソファー
softball !2.*/8,(.9/>' 6B 名 ソフトボール
some !2DB#$2"B' 3C 形 いくらかの

27B some day いつか
17B 代 いくらか

something !2D*BF&?' 24D 代 何か
sometimes !2D*B,)9&BA' 4B 副 ときどき
son !2D3' 8D 名 息子
song !2./?' 6D 名 歌
soon !2+/3' 24A 副 まもなく
sorry !2)*-&' 11B 形 すまないと思っている

11B I'm sorrry. ごめんなさい
sound !2)+30' 17D 名 音
soup !2+/=' 22A 名 スープ
south !2)+F' 21D 名 南
Spanish !2=1*3&7' 13D 名 スペイン語
speak !2=&/4' 9D 動 話す
special !2=%*7" >' 22D 形 特別な
spell !2=%>' 30D 動 つづる
spend !2=%30' 16C 動 過ごす
sport !2=./- ,' 6A 名 スポーツ
spring !2=-&?' 14D 名 春
stamp !2,1B=' 3C 名 切手
stand !2,130' 9A 動 立つ

9A stand up 立ち上がる
star !2,)/- ' 25B 名 星
start !2,)/- ,' 15D 動 始まる
station !2,%*&7" 3' 3A 名 駅
statue !2,1*,7+/' 14D 名 像
stay !2,%&' 16A 動 泊まる

30C 滞在する
30C 名 滞在

still !2,&>' 11A 副 まだ
stomachache !2,D*B"4%9&4' 24B 名 腹痛



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
stop !2,)=' 17B 動 止まる

19B 名 停車場、停留所
store !2,./- ' 16C 名 店
story !2,.*/-&' 26A 名 物語
straight !2,-%&,' 19A 副 まっすぐ
strange !2,-%&30H' 15A 形 奇妙な
street !2,-&/,' 17B 名 通り
strong !2,-./?' 27A 形 強い
student !2,C +*/0" 3,' 1B 名 生徒
study !2,D*0&' 2B 動 勉強する

26A 名 勉強
subject !2D*(0H&4,' 25A 名 学科
subway !2D*(@%9&' 19C 名 地下鉄
sugar !7+*:"- ' 18C 名 砂糖
suitcase !2+*/,4%9&2' 30D 名 スーツケース
summer !2D*B"- ' 12D 名 夏
sun !2D3' 14A 名 太陽
Sunday !2D*30&' 12A 名 日曜日
sure !7+"- ' 19D 形 確かな
surfboard !2"*/- 8(.9/- 0' 21C 名 サーフボード
sweater !2@%*,"- ' 20C 名 セーター
swim !2@&B' 6A 動 泳ぐ
swimming !2@5B&?' 6A 名 水泳

6A swimming pool プール
Sydney !2503&' 21B 名 シドニー
table !,%*&(>' 13C 名 テーブル
take !,%&4' 7B 動 持って行く、連れて行く

7C （授業などを）受ける
8C （交通機関などに）乗る
14C （写真を）とる
18A 取る
19D 時間がかかる
24A （薬を）飲む
10C take out 取り出す

take off 10B 脱ぐ
talk !,./4' 9C 動 話す
tall !,./>' 1B 形 背が高い
tape !,%&=' 9C 名 テープ
taught !,./,' 28C 動 ((teachの過去形))
taxi !,1*42&' 10A 名 タクシー
tea !,&/' 30B 名 お茶
teach !,&/,7' 8A 動 教える
teacher !,5/,7"- ' 1B 名 先生
team !,&/B' 7A 名 チーム
teeth !,&/F' 24C 名 ((toothの複数形))
telephone !,%*>"8;9+3' 16D 名 電話
television !,%*>"6GH" 3' 22A 名 テレビ
tell !,%>' 25D 動 話す
temple !,%*B=>' 22A 名 寺
ten !,%3' 1E 名 10、10個の
tennis !,%*3&2' 2A 名 テニス
tenth !,%3F' 4E 名 第10番目（の）
terrible !,%*-"(>' 24C 形 ひどい
textbook !,%*42,(+94' 9B 名 教科書
than !E13#$E"3' 26B 接 ～よりも
Thank you. 2A ありがとうございます
Thanks. !F1?42' 20C ありがとう
thanksgiving !F19?42:56&?' 12C 名 感謝
that !E),#$E",' 3A 代 あれは、それは((自分から遠いものを指して))
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6D それ((前に話題に出たものを指して))
5C 形 あの
27C 接 ～するということ

that's !E1,2' 6A ((that isの短縮形))
the !E"#$E&#$E&/' 4A 形 その ((定冠詞))
theater !F5!/'","- ' 14A 名 劇場
their !E<"- #$E"- ' 7C 代 彼らの ((theyの所有格))
theirs !E<"- A' 7D 代 彼らのもの ((theyの所有代名詞))
them !E%B#$E"B' 8D 代 彼らを ((theyの目的格))
then !E%3' 1C 副 それでは

22A それから
there !E<"- #$E"- ' 3C 副 そこに、あそこに

15A there is [are] ～がある、～がいる
these !E&/A' 3D 代 これらは

6B 形 これらの
they !E%&' 7C 代 彼らは

7D それらは
they're !E%& "- ' 13B ((they areの短縮形))
thing !F&?' 23C 名 物
think !F&?4' 16C 動 考える
third !F"/- 0' 4E 名 第３番目（の）
thirsty !F"*/- 2,&' 20D 形 のどがかわいている
thirteen !F"/- ,5/3' 2E 名 13、13個の
thirteenth !F"/- ,5/3F' 5E 名 第13番目（の）
thirtieth !F"*/- ,&&F' 6E 名 第30番目（の）
thirty !F"*/- ,&' 3E 名 30、30個の
this !E&2' 3A 代 これは

16D ((電話で)) そちらは
4D 形 この

those !E;+A' 3D 代 あれらは、それらは
7C 形 あれらの、それらの

thought !F./,' 27D 動 ((thinkの過去形))
thousand !F)*+A"30' 15D 名 千
three !F-&/' 1E 名 ３、３個の
throughout !F-+!/')*+,' 22C 前 ～じゅう（ずっと） ((時を表す))
Thursday !F"*/- A0&' 12C 名 木曜日
ticket !,54&,' 19C 名 切符
time !,)&B' 11B 名 時間

24C 回
title !,)*&,>' 14A 名 題名
to !,+#$,"#$,+/' 2D 前 ～へ ((場所を表す))

4C ～に対して
25C ～すること
30B ～するための、～すべき
30C ～するために

today !,"0%*&' 12A 名 今日
together !,":%*E"- ' 7C 副 いっしょに
toilet !,.*&>&,' 28D 名 トイレ
tomorrow !,"B.*/-;+' 16B 名 明日
too !,+/' 1A 副 ～もまた

18D あまりにも～すぎる
took !,+4' 23B 動 ((takeの過去形))
tooth !,+/F' 24C 名 歯
toothache !,+*F%9&4' 24C 名 歯痛
tour !,+"- ' 15D 名 周遊、ツアー
town !,)+3' 3C 名 町
toy !,.&' 14B 名 おもちゃ
traditional !,-"0573">' 14B 形 伝統的な
traffic !,-1*8&4' 17A 名 交通
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train !,-%&3' 6C 名 電車
trap !,-1=' 27B 名 わな
treasure !,-%*H"- ' 23D 名 宝物
tree !,-&/' 14D 名 木
trip !,-&=' 16B 名 旅行
try !,-)&' 18D 動 試す
Tuesday !,C +*/A0&' 16B 名 火曜日
turn !,"/- 3' 17C 動 曲がる

17D turn back 引き返す
turn up 20D 音を大きくする
TV 13A 名 テレビ
twelfth !,@%>8F' 5E 名 第12番目（の）
twelve !,@%>6' 2E 名 12、12個の
twentieth !,@%*3,&&F' 5E 名 第20番目（の）
twenty !,@%*3,&' 2E 名 20、20個の
twice !,@)&2' 21D 副 ２回
two !,+/' 1E 名 ２、ふたつの
umbrella !DB(-%*>"' 9B 名 かさ
uncle !D*?4>' 25C 名 おじ
under !D*30"- ' 14D 前 ～の下に
understand !D930"- 2,1*30' 9D 動 理解する
United States 12A 名 アメリカ合衆国
universe !C+*/3"6"9/- 2' 14A 名 宇宙
until !D3,5>' 16B 前 ～まで
up !D=' 9A 副 上へ

27A up to ～のほうに向かって
us !D2#$"2' 8D 代 私たちを ((weの目的格))
U.S. 13A 名 アメリカ合衆国
use !C+/A' 3A 動 使う
usually !C+*/H+">&' 3A 副 たいてい
vacation !6%&4%*&7" 3' 12D 名 休暇
vegetable !6%*0H" ,"(>' 15A 名 野菜
very !6%*-&' 2B 副 とても
video !650&;9+' 13A 名 ビデオ
village !65>&0H' 23A 名 村
visit !65A&,' 16A 動 訪れる

30C 名 訪問
volunteer !6)9>"3,5"- ' 7A 名 ボランティア
wait !@%&,' 13D 動 待つ
wake !@%&4' 11A 動 目を覚ます

11A wake up 目を覚ます
walk !@./4' 8C 動 歩く
wall !@./>' 23B 動 壁
want !@./3,' 15B 動 ～がほしい
warm !@./-B' 21C 形 暖かい
was !@)A#$@"A' 22C 動 ((am、isの過去形))
wash !@./7' 11C 動 洗う
Washington D.C. 25B 名 ワシントンＤＣ
wasn't !@D*A3,' 22D ((was notの短縮形))
watch !@),7' 2C 動 見る

17C watch out 用心する
11A 名 腕時計

water !@.*/,"- ' 27D 名 水
way !@%&' 10A 名 道
we !@&/#$@&' 7A 代 私たちは
weak !@&/4' 18C 形 弱い
wear !@<"- ' 10B 動 着る、身につける
weather !@%*E"- ' 21B 名 天気
Wednesday !@%*3A0&' 16B 名 水曜日
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week !@&/4' 12A 名 週

12A day of the week 曜日
weekend !@5/4%930' 16C 名 週末
welcome !@%*>4"B' 10A 形 歓迎される
well !@%>' 8A 副 よく

13C 感 ええと
24A 形 元気な

went !@%3,' 23D 動 ((goの過去形))
were !@"/- #$@"- ' 22C 動 ((areの過去形))
we're !@&"- ' 12B ((we areの短縮形))
weren't !@"/- 3,' 22D ((were notの短縮形))
west !@%2,' 8B 名 西
what !I@),' 4B 代 何

6C 形 どんな
12B what time 何時
10D ((感嘆文で)) なんという

what's !I@),2' 6D (what isの短縮形))
when !I@%3' 12C 副 いつ

27B 接 ～するとき
where !I@<"- ' 8A 副 どこに
where's !I@<"- A' 10C ((where isの短縮形))
which !I@&,7' 18D 形 どの

21A 代 どれ
white !I@)&,' 4A 形 白い
who !I+/' 5C 代 誰が

16A 代 誰を
who's !I+/A' 5D ((who isの短縮形))
whose !I+/A' 5D 形 誰の ((whoの所有格))

6D 代 誰のもの ((whoの所有代名詞))
why !I@)&' 24B 副 なぜ
wide !@)&0' 17D 形 広い
wife !@)&8' 8D 名 妻
will !@&>#$@">' 16B 助 ～だろう

16C ～するつもりである
20A will you ～してくれませんか？

window !@530;+' 24D 名 窓
wing !@&?' 27A 名 翼
winter !@53,"- ' 15D 名 冬
wish !@&7' 22C 動 願う
with !@&E' 2C 前 ～といっしょに

4C ～を使って
woke !@;+4' 24B 動 ((wakeの過去形))
woman !@+*B"3' 5C 名 女性
wonder !@D*30"- ' 24B 名 不思議

24B no wonder 無理はない
wonderful !@D*30"- 8">' 27C 形 すばらしい
won't !@;+3,' 16B ((will notの短縮形))
word !@"/- 0' 9B 名 単語
work !@"/- 4' 8A 動 働く

14C 名 作品
worker !@"*/- 4"- ' 5B 名 働く人
world !@"/- >0' 22C 名 世界
worry !@"*/-&' 17D 動 心配する
would !@+0#$@"0' 30A 助 ((ていねいに意志、依頼等を表す助動詞))

30A would like to ～したいと思う
30D would you ～していただけますか？

wow !@)+' 14C 感 うわー
write !-)&,' 4C 動 書く
writer !-)*&,"- ' 29D 名 作家



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
written !-5,3' 28D 動 ((writeの過去分詞))
wrong !-./?' 17A 形 間違っている

30B be wrong with ～の調子が悪い
wrote !-;+,' 29D 動 ((writeの過去形))
year !C&"- ' 12C 名 年
yellow !C%*>;+' 13B 形 黄色い
yen !C%3' 18A 名 円
yes !C%2' 1B 副 はい
yesterday !C%*2,"- 0&' 22A 名 昨日
you !C+/#$C+' 1B 代 あなたは

7A あなたがたは
16D あなたを ((youの目的格))
16C あなたがたを ((youの目的格))
17B （一般に）人は

You are welcome. 19A どういたしまして。
your !C+"- #$C"- ' 4A 代 あなたの ((youの所有格))

7C あなたがたの ((youの所有格))
you're !C+"- ' 1C ((you areの短縮形))
yours !C+"- A' 6B 代 あなたのもの ((youの所有代名詞))

7B あなたがたのもの ((youの所有代名詞))
zoo !A+/' 15B 名 動物園
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