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REVIEW

[入門】の復習①

匪省略

回(1)お父さん(父,父親なども正解)

(2)ウ(3) goes to, foreign

(英文)省略

全訳

エミ:重いかばんを持ったあの男の人はだれですか?

ポブ:ぽくのお父さんです。彼はよく飛行機に乗るん

です。

エミ:あら本当に?どこへ行くの?

ボブ:いろんな外国の都市へ行くんだ。

回 What @teacher helps

help @computers

英文,

エミ: what does he do there?

ボブ: He's a computer engineer and teach引.

え方

くもん出版

4 ・ 5ページ

He he叩Snew workers W詮h 仙eir

ComPⅡters.

エミ: That's good. we aⅡ need he叩 W詮h

Comput引S!

全訳

エミ:彼はそこでどんなことをするのですか?

ポプ:父はコンピュータの技卸であり,また先牛なんだ。

彼は新しい社貝のコンピュータを手助けしてい

るんだ。

エミ:いいわね私たちはみんなコンビュータにつ

いては助けが必要だものね!

■("イ(2)イ(3) playbasebaⅡ

英文^
エミ: weⅡ, yourfath引 is a very busy man,

then. when do you see him?

ボブ: He's usua11y home on sa加rdays and

Sundays. we 0貴en play b加eba11together.
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全訳

エミ:えぇと,それじゃあなたのお父さんはとても忙

しい人なのね。お父さんとはいつ会えるの?

ボブ:たいていは士曜日と日曜日には家にいるんだ

よく一緒に野球をするんだよ。

REVIEW

[入門1の復習② 6 ・フページ

■省略

回("ア(2)feelveryweⅡ(3)ア
つながる音に注意!

・ Next time l'Ⅱ have a hamburger instead.

(英文)省略

全訳

咋nの夜ほくは夕食にすしを食べました。

今朝ぽくは具合があまりょくありません。

たぶんあのすしがー・。

今度は代わりにハンバーガーを食べようと思います。

回 Yesterday @park @Today
, Tomorrow @be

つながる音に注意!

. Yesterday we played aⅡ day atthe amusementy py )y)

Park.

英文,

Yesterday we played a11 day atthe

amusement park.

Today iS 仙e last day of our vacation.

Tomorrow we'Ⅱ be in school again. Too bad!

全訳

咋日ぽくたちは一日中遊園地で遊びました。

今日はほくたちの休暇の最後の日です。

明日には再びぽくたちは学校にもどります。本当に残

1念;^、す、!

■(,)イ(2)NOW, making, her (3)火日

解説 NextTuesdayとnextがない場合でも,文脈から次

の火昭Hを指す。

英文^
ιast week l got a presentfor Jane's birthday.

NOW I'm making a nice card for her.

Tuesday l'm going to gNe them 加 her.

全訳

先週ぽくはジェーンの誕生日のためにプレゼントを買

いました。

今ぽくは彼女にあげるすてきな力ードを作っていると

ころです。

火曜日にそれらを彼女にあげるつもりです。

ケン

ボブ

ことぱの並び方に注意して,
セクション 1

基本表現を聞いてみよう!

匪1 Chocolate chip cookies

チョコレートチップクッキー 8

■省略

回(1)あまいもの(2)ウ(3)食べる
解説「チョコレート 1箱」は alonelboxofchocolateと言

い,「チョコレート 2 箱」はtwo boxes ofchocolate

とboXを複数形にする。

つながる音に注意!

. He can eat a box of 杜lem alone.

(英文)名略

全訳

私たちの家族はあまいものが好きです

特に父はチョコレートチップクッキーが好きです。

本当に大好きなんです!

ひとりで1箱まるまる食べられるのです。

回 We DadWe ' US

He

つながる音に注意!

We gave 此JO Dad this afternoon.

英文四^
Today Mom and lwent shopping.

We b0Ⅱght a box of cookies.

We gave 詮 to Dad this a貴emoon.

He 仙anked us. He said," Thank you,1adies!"

全訳

今日お母さんと私は買い物に出かけました。

私たちはクッキーを 1箱買いました。

私たちは今日の午後それをお父さんにあげました。

お父さんは私たちに感謝しました。彼は「ありがとう,

エミにお母さん」と言いました。

■("ウ{2)ウ(3)ウ
最後のtwo boxeSはtwo boxes ofcookieSとい

うこと。

つながる音に注意!

・ Then he ate aⅡ of them.

英文^
The hox was near Dad aⅡ aftemoon.

"These cookies are great!" he said.
,,

Then he ate aⅡ ofthem.1 didn't get any
Cookies.

Nexttime l'Ⅱ buy two boxes!

全訳

(クッキーの)箱は午後の問はずっとお父さんの近く

にありました。

「このクッキーは最高だね!」とお父さんは言いました。

それからお父さんはそれを全部食べてしまったのです。

Who is she talking with? 1S that Emi?

NO, that's the new gi" hom china.

私はクッキーを少しも食べられませんでした。

今度は2箱買おうと思います!

Ⅱ2 W'ho do you like in our scho01?
学校でだれのことが好き? 10・T1ページ

■("ア
つながる音に注意!

That's one of my favorites too.

1英文)省略

全訳

ケン:ボプ,君の大好きな日本の食べ物は何ですか?

ボプ:そうですね,たこ焼きが好きです。

昨日初めて食べてみましたおいしかったです!

ケン:そう,おいしいんですよねたこ焼きはほくも

大好きなもののひとつなんです

回 What @1ike NOIike eat

英文,

ケン: what do you like for breakfast?

ボブ: oh,11ike eggs, cereal,juice - things

Iike that.

ケン: Do you eat green salad for breakfast?

ボブ: Green salad? NO, never! That's rea11y

Strange!

全訳

ケン:ねえ,向こうにいるあのきれいな女の子はだれ?

ボブ:どこ?ああ,彼女?背の高い子のこと?

ぽくは知らないなあ。

ケン:彼女力稲しているのはだれかな?あれはエミか

な?

ポプ:いや,あの子は中国から来た新しい女の子だよ。

I Howoftendoyougo?

何回行くの? 12 ・ 13、tージ

■(1)ア(2)イ

(英文)省略

全訳

ボブ:ケン,あなたはバスケットボールをしますか?

ケン:ああ,ええ,しますよ。バスケットボールはよ

くします。

ポブ:おお,それはすごいや。いつするの?

ケン:たいていは放課後に,暗くなる前にするんだ。

回 Citygym ' whereTOgo

1山raN by

解脱交通手段を表すbyのあとの名詞にはa,an,theは

つけない。

英文・

ボブ: where do you go for basketba11?

ケン: To the city gym.壮 has a big "oor.

ボブ': where iS 仙e gym? 1 don't know it.

ケン: Across hom the libraN.1 go by bⅡS.

全訳

ボプ:バスケットボールをするときはどこへ行くの?

ケン:市立体育館へ行くんだ。そこの床は広いんだ。

ボブ:その体育館はどこにあるんだい?ほくは知らな

いんだけど。

ケン:図書館の向かい側にあるんだ。ぽくは(そこへ)

バスで行くんだ。

回(1)ア(2)イ

解説 Howlongは物の長さをたずねる以外に,時問の長
さをたずねるのにも使うことができる。

つながる音に注意!

・ How long does it take to get there?

(英文)名略

全訳

ボプ:そこへはどれくらい時問がかかるんだい?

ケン:ああ,15分くらいだと思、うけど。

ボプ:何回くらいイ丁くの?

ケン:週に 1回か2 回だよ。

■ When @W吐h HOWafter '

an hour

全訳

ケン:朝食にはどんなものが好きですか?

ボプ:ああ,卵とかシリアルとかジュース^そんな

のが好きです。

ケン:朝食に野菜サラダは食べますか?

ボプ:野菜サラダですか?いいえ,絶対に食べませ

ん!おかしいですよ,本当に!

冠(1)who,1ike (2)ア

you too=you are my best 丘'iend(at scho01)too.

つながる音に注意!

Who do you like in our scho01?

1英文)省略
全訳

ボブ:君は本当に人気者だね。学校ではだれのことが

好きなの?

ケン:そうね,ジェーンが女fきだけどー・。

彼女は学校でいちばん仲のいい友だちかもしれ

なし、。

君もそうだけど!それにもちろんボプ,ああ,

don't■ thatISWhoWho

NO

英文^
ケン: Hey, who is that beaut話Ul gi" over

there?

ボブ: where? oh, her? The 始Ⅱ one?

I don't know her.



つながる音{L注意!

. when can l go with you?

. probably about an hour.

英文・

ボプ': hen canlgoW詮h you? Maybe
tomonow?

ケン: sure.1'm free a貴er my piano lesson.

ボブ: How long wiⅡ y0Ⅱrlesson 始ke?

ケン: probably about an hour.

全訳

ボブ:いつ君と緒に行けるかな?明Ⅱあたりどう

かな?

ケン:いいよ。ピアノのレッスンのあとはひまだから。

ボプ:レッスンはどれくらい時問がかかるの?

ケン:おそらく 1時問くらい。

1 ιI Amountainbike

マウシテンバイク 14 ・ 15＼'ージ

■省略

回("イ(2)イ(3)popular kids

つながる音に注意!

And a girl's bike is no good for a boy!

(英文)省略

全訳

ほくには新しい自転車が必要です。買い物自転車はか

つこよくありません。

ぼくのお母さんの買い物自転車は以前はよかったので

すが,今では時代遅れです。

それに女子用の自転車は男の子にとってはちっともい

いことはありません!

人気のある子どもたちはみなマウンテンバイクを持っ

ています。

回 mountain @high Iike that」

英文・・

I want a mountain bike W託h a lot of gears.

A mountain bike is co01, fast and strong.

A busy street or a high hi11is the same.

A bike like that is good for weekend trips.

全訳

ほくは変速ギアがたくさんついているマウンテンバイ

クがほしいのです。

マウンテンバイクはかっこよくて,速くて,じょうぶ

です。

にぎゃかな通りも高い丘も同じように走ることができ

ます

そんな白転卓は週末旅行にとってもいいんです。

■(1)イ(2)old bikes (3)new

英文・.

With one le廿引 her1廿e changed.

The war was over. They were hee.

iss pet吐 laughed happily.

"we'11 he together in the spring!"

全訳

たった一通の手紙で彼女の人生は変わりました。

戦争は終わったのです。彼らは自由になったのです。

プチさんは楽しげにわらいました。

「春になったら私たちは一緒になれるのよ!」

^a whatiswrong?
どぅ山たのですか? 印・ 21ペー'

■省略

回(1)a mouse (2)イ(3)イ
つながる音に注意!

・ W'here is it?

(英文)省略

全訳

ウェイター:はい,何か問題でも?

どうなされましたか?

おばあさん:私のスープの中にねずみがいるのよ,ウェイ

ターさん。

ウェイター:どこにですか?私にはどこにもねずみが

見えませんが。

おぱあさん:じゃがいものかけらの下にいたのよ。本当

よ!

回 When @There @isn't

' vegetables mouse

英文^
ウェイター:A "ne restauran"ike this does not

Cook mice! when did you see 託?

There isn't anything now.

おばあさん:1SaW 詮just now.吐 Can swim,如0!
took!

ウェイター:1'm sor ;the氾 are some vegetahles,
hut no mouse.

In

英文・.

Ken and 11ike bike tr叩S. But they aren't easy.

Our old bikes are slow and heavy.

Maybe we can get new mountain bikes!

Then he and l can go on great trips.

全訳

ケンとほくは内転車旅行が好きです。でもそれは楽で

はありません

ぽくたちの古い幽転車は遅くて重いのです。

ひょっとしたらほくたちは新しいマウンテンバイクを

手に入れることができるかもしれません。

そうすれぱ彼とほくはすぱらしい旅行に出かけること

ができるのですが。

文の時制や前置詞にも注意して,セクション2
すばやく聞きとる練習をしよう

2 Let'sstudyhereagain!

またここで勉強しましょう! 16・17ページ

■名略

回(1)イ(2)ウ(3)ア

(英文)省略

全訳

先週ほくは数学の宿題に助けが必要でした。

エミは本当に頭のいい子です。彼女は数学が得意です。

ほくは彼女に「図書館で会ってくれませんか」とたず

ねました。

彼女は同意してくれました。「今夜7時にそこに行っ

ているわ」と彼女は言いました。

回 going @to @wiⅡ Owas is

つながる音に注意!

I g0工_、to the library.

英文^
Itold Mom,"1'm going out. we're going to

Study."

"吐 Wi11 be cold! put on yourjacke"" she
Said.

I gotto the libraN. Emi was outside.

What happened?

"The library is closed!吐 Closes at six on

Sa加rdays," she said.

全訳

ほくはお母さんに「出かけてきます。ほくたち勉強す

るつもりなんです」と言いました。

「寒くなるわよ!上着を着なさい!」と彼女は言い

ました

ほくは図冉館に着きました。エミは外にいました。ど

うしたんでしょう?

「図占館は閉まっているわよ。士曜日は61時に閉館す

るのよ」と彼女は言いました

byIS

全訳

ウェイター:こちらのようなりっぱなレストランでは,

ねずみなど料理しません!それをいつご

らんになったのですか?今は何もありま

せんよ。

おぱあさん:たった今見かけたんですよ。泳ぐこともで

きるのよ!見てよ!

ウェイター:申しわけありませんが,野菜は入っています

が,ねずみはいません。

■("イ(2)イ(3)1'm, sorw
つながる音に注意!

It's just a piece of 丘Sh.

皿(1)サンドイツチ(2)ア(3)two hours
つながる音に注意!

・ we studied in a sandwich shop for two hours.

英文,

1 論id," 1t's cold 0Ⅱt here.ι.et's get a sandwich:'

"That's a good idea,"鉛id Emi."Then we'Ⅱ
getwarm.

We studied in a sandwich shop fortwo hours.

"This is grea" 1.et's study here again;' she said.

全訳

ぼくは「外のこの場所は寒いよ。サンドイッチを買おう

よ」と言いました。

「それはいい考えね。そうすれぱ暖まるわね」とエミが

言いました。

ぽくたちはサンドイッチの店で21時闇勉強しました。

「ここは最高ね!またここで勉強しましょう」と彼女

は言いました。

A letter for Miss petit2

プチさんへの手紙 18 ・ 19＼'ージ

■省略

回(1) 11月日日午前8時

(2)ア(3)イ

つながる音に注意!

R was in November, on a sunday morning,

at eight o'clock.

. A man on a horse rode up

(英文)省略

全訳

Ⅱ月のあるΠ昭日の朝,8時のことでした。

太陽の光がくもりがちな空にさしかけていました。

馬に乗った一人の男力端い女性の家にやって来ました。

「レナード氏からプチさんあての手紙をお持ちしまし

た」

he回

英文^
Miss pet詮 fe吐 Cold in the moming sun.

"1'm Miss pet詮," she said."1S he aⅡ"ght?"

Butthe le廿引 Said,"wonderfⅡl news! 1'm

Coming home! 1'Ⅱ be there by spring! our

C0Ⅱntry is hee!

全訳

朝の太陽にプチさんは寒さを感じました。

呼厶がプチですが。彼はだいじょうぶですか」と言いま

した。
.

でもその手紙には「すぱらしい知らせです!家に帰

れます!春までにはそちらに行きます!私たちの

国は自由になったのです!」と書いてありました。

■(1)イ(2)ア(3)inthespring

honle



英文^
おぱあさん:ιook again and make sure.1 don't

Want any mice! There 詮 is, nhink.

ウェイター: That's not a mouse.1t'S Nst a piece
Of fish.

おばあさん: Rea11y? 1'm so sorry! 1 Can't see

WeⅡ, you know ●■■

全訳

おぱあさん:もう一度見て確かめてよ。ねずみなんかほ

しくないのよ!ほらそこにいると思うわ。

ウェイター:それはねずみではありません。魚の肉のひと

かけらにすぎませんよ。

おぱあさん:本当ですか?本当にすみません!なに

しろよく見えないものだから・・・。

Z q New York city

ニユーヨーク市 訟部ページ

■省略

回(1)イ(2)イ(3)ウ

(英文)省略

全訳

ほくはニューヨーク市の出身です。ニューヨーク市は

東京のように本当に大きな都市です。

ニューヨーク市の一部はマンハッタン島にあります。

マンハッタンは市の中心地の名前でもあります。

それはアメリカ先住民の名前です。

回 it ^in ' thatsOn

英文,

Manha廿an is famous. And 詮 is wonderful.

BⅡt our house is in another pad of New York

City.

壮's on l.ong lsland. And sometimes l misS 詮.

Butthat'S 0κ. we'Ⅱ go home again someday.

全訳

マンハッタンは有名で,すばらしいところです。

でもほくたちの家はニューヨーク市の別の地域にあり

ます。

それはロングァイランドにあります。ほくはときどき

そこにいないのをさびしく思います。

でもそれはいいのです。だっていつかまたほくたちは

故郷に帰るのですから。

■(,)ウ(2)イ

英文^
New York city is so coo"靴S nickname is

"The Big Apple."

Why do they ca11it 仙at? 1 don't know!

Someday maybe y0Ⅱ'" come to New York city.

Then "1take yoU 如 aⅡ my favorite places.

英文

ボプ

全訳

ニューヨーク市はとてもかっこいい都市です! ニツ

クネームはビッグ・アップルです。

どうしてそのように呼ぶのでしょうか?それはほくに

はわかりません。

いつかあなたもニューヨーク市に来ることがあるかも

しれません!

そのときはほくはみなさんを,ほくのお気に入りの場

所すべてへお述れしましょう。

REVIEW

まとめのテスト① 24 ・ 25ページ

皿(1)来週(2)イ
つながる音に注意!

. And you'Ⅱ learn about Japan's history.

(英文)省略

全訳

ジェーン:あら,ケン来週私たちは京都へ行く予定

なのよ!

:すごいね!京都は興味深くて美しい町だケン

よ。それに日本の歴史についても学べるよ。

ジェーン:本当に待ち遠しいわ!

from cold @inbygomg

. 1n

全訳

ボプ:ぽくたちはロックコンサートに行けるのだろう

か?

ケン:行けるよ!最後の4枚のチケットを手に入れ

ることができたんだから!

ボブ:すごいなあ!ぼくたち,あとでハンバーガー

も買えるのかな?

ケン:それはできないよ。もうぉ金を持ってないんだ

もの。

■(1)gui始r (2)can sing (3)can't speak
つながる音に注意!

. someday we wiⅡ be able to hear you in a

Concert, Bob.

■

.

By the way, Mom's bidhday is next
Week. we mustn't misS 託. we must

get a nice present for her.With

回

英文 CD I-45

ケン: someday we wi11 be able to hear you in

a concert, Bob.

ボブ: oh, Ken,1 Can't play the gU託ar weⅡ.

ケン: Yes, you can! And you can sing in

Japanese!

ボブ: Maybe. BⅡU can't speak Japanese very
WeⅡ.

Where these are

英文,.

Where'S Ken? W託h Jane? weⅡ,this egg
Sandwich is his.

Jane Nst wanted cake, right? Then this is
hers.

NOW, where are theirjⅡices? oh, these are

theirs.

Yours iS 仙is one, Bob.0κ, now we're aⅡ

happy!

全訳

ケンはどこ?ジェーンと一締なの?ええと,この卵

サンドは彼のものね。

ジェーンはケーキだけほしかったのよね?それなら

これは彼女のよね。

さあて,あの人たちのジュースはどこかしら?

ああ,これがそうだわ。

ボブ,あなたのはこれよ。よしっと,さあこれでみん

なノ、ツピーね!

動詞部分の表現に注意して,セクション3 意味を正しくつかもう!

目1 XNi11 We be able to go to the concert?

コンサートに行けるかな?舗・器、~'ージ

■省略

回(1)can you (2)イ(3)ア

be goi11g to go to a partyなどは単に, be going

toapartyの形で同じ意味を表す。

{英文}省略

全訳

ケン:パーティーに行くんだよ!

ほくたちと一緒に行かないかい?

ボプ:だめなんだ。理科のテストのために勉強をして

いるところだから。

ケン:ああ,でもそれは月曜日でしょう。今日は土曜

Πだよ!時問はあるじゃない!

ボブ:わかった。明日勉強できるね。

回 able @to @wiⅡ be

つながる音に注意!

I was able to gaJhe last four tickets!

英文^
ボブ: wiⅡ We he ahle to go to the rock

Concert?

ケン: Yes! 1 Was ahle to getthe lastf0Ⅱr

tickets!

ボブ: Grea" wiⅡ We be able to get

hamburgers later?

ケン:1 Won't be able to.1 have no money now.

英文 CD I-34

ジェーン: we're going to go by train from

Tokyo station.

WiⅡ Ky0加 be cold now?

ケン: Yes. But11ikeKyoto inthewinter!

Those old 加mples are rea11y

beaut話Ulin the snow'
、、、

＼ト、＼
全訳

東京駅から電車に乗って行くのよ。京都はジェーン

今ごろ寒いかしら?

:そう寒いよ。でもほくは冬の京都が好きなケン

んだ!

あの古い寺々が雪の中にあるのは本当に美

しいよ。

his hers

全訳

ケン:いつかほくたちはコンサートで君を聞けるよう

になるんだね,ボプ。

ボブ:ああ,ケン,ほくはギターはうまくひけないよ。

ケン:いや,君ならできるさ!それに君は日本語で

歌うこともできるし!

ボプ:もしかしたらね。でもほくは日本語をあまり

じょうずに話せないんだ。

a Maylhaveamountainbike?

マウンテンバイクを持ってもいい?.釦・31ページ

■省略

回(1)May l (2)ウ(3)ア

(英文)省略

全訳

ボプ:お父さん,大事な話なんだ。マウンテンバ

イクを持っていいでしょう?

お父さん:いや,いけません!価段が高すぎるもの。

ボプ:いいえ,それほど高くはありません。友だ

ちはみんな持ってるんだよ

お父さん:わかった,いいだろうでも慎重に選ぶ

んだよ。

回 onext @mustn't have tonlust

On

'

7

回{"イ

(2)ハンバーガー,ジュース
サラダ,スープ(どちらも順序が逆でもよい)

1英文)省略

全訳

はい,サンドイッチのお店からもどりましたよ。私た

ちのお昼よ!

こんなにたくさん・ーみんな私たちのもの!さて,ええとー・。

ハンバーガーはあなたのね,ボプ。それとこれはあ

なたのジュース。これは私のサラダ・・。スープも私

のよ

.

.



:ιet's get a preせy "ng. we'Ⅱ have toお父さん

go shopping. BⅡt we don't have to go

today.ι,et's go on saturday.

全訳

ボプ ところで,お母さんの誕生日は来週ですね。

誕生Πを忘れたりしちゃいけないね。お母

さんにすてきなプレゼントを買わなくちゃ。

お父さん:きれいな指輪を買おうか買い物に行かな

くちゃいけないね。でも今Πは行かなくてい

いよ。士曜日に行こう。

■(1)can (2" can, your
つながる音に注意!

Can l try it?

英文^
ボブ I can get a mountain bike! Dad said

OK!

ジェーン Great! can ltW 詮?

ボブ Sure. But you must ask your dad.

Maybe you can get one too.

ジェーン:1 don't have 加.1 Can borrow your
hike.

全訳

ボプ:もうひとつ質問します。ナイル川とアマゾン川

とではどちらのほうが長いでしょうか。

エミ:ナイル川です。ナイル川は世界でいちばん長い

川です。

ポプ:わー!あなたはいちぱん重要な質問の答えを知

つていますよ!あなたはクラスでいちぱん出

来のいい生徒ですよ!

What @smaⅡest the

most

つながる音に注意!

One ofthe island countries in the paci五C ocean?

全訳

エミ:ミシシッピ川とアマゾン川とではどちらのほう

が長いですか。

ボプ:それは簡単です。アマゾン川のほうが長いです。

ではほくがあなたに質問します。

東京とニューヨークとではどちらのほうがより

重要ですか。

エミ:利、にはわかりませんでも東京はニューヨーク

と同じくらいにぎゃかです。

開柄lhatisthesmaⅡestcountry?

いちばん小さい国はどこ?鈴・釘ページ

■省略

回(1)ア(2)ア(3)イ

(英文)省略

全訳

ボプ:ぼくからの最後の質問です。

世界でいちぱん芙しい場所はどこでしょうか?

エミ:とてもむずかしいわね。でも答えを知っているわ。

それはあなたの国よ。

q a w'hatwonderfulnews!

なんてすぱらしいニユースなんだろう!鉛・詩'、'ージ

匪省略

回(1)ウ(2)NO,isn't (3)wonderfulnews
解説<HOW+形容詞[岳嘱明(+主語+動'の!>やくWhat

(+a/an)+形容詞+名詞(+主語+動詞)!>は

「なんと~なのだろう」という感嘆の意味を表す。

{英文}名略

英文^
ジェーン: Take 0竹 y0Ⅱr old shirt. Here, put on

this one. Don't do up a11the buttons.
That's not co01.

耽's light hlue.吐 goes with yourjeans.

ケン:Andyoureyes! hea11y like 詮, Jane.

Thanks.

全訳

ボブ:マウンテンバイクを持てるぞ!お父さん

がオーケーつて言ったんだ!

:すごいわ!私も乗っていい?ジェ^ン

もちろんさ。でも君も君のお父さんに聞いボブ

てみなきゃ。君も1台持てるかもしれないよ

ジェーン:その必要はないわ。あなたの自転車を借り

られるもの。

ヨヨ Let's goshopping!

買い物に行こう!

Ⅱ省略

回(,)イ(2)ア(3)イ

tryon ~はtry ~ onの語順になることもある

つながる音に注意!

Maybe you'Ⅱ like them..1t's worn・out.

(英文)省略

全訳

ジェーン:ケン,あなたのシャツはずいぶんと古いわ

よ。すり切れてるわよ

ああ,ぽくは着るものにあまり気を使わなケン

いから

ジェーン:買い物に行きましょうよ!私があなたの

ためにシャツを選んであげるわ。新しいシ

ヤツを荊てみればいいのよ。気に入るもの

があるかもしれないわよ。

司 00什@on not ' your

全訳

ジェーン:占いシャツをぬいで。はい,このシャツを

着て。全部のポタンをかけちゃだめよ。か

つこよくないからね。

それは明るいプルーね。それはあなたのジ

ーパンに合うわよ。

それに君の日にもね!ジェーン,これ本ケン

当に気に入ったよ。ありがとう。

■(1)what, buy {2}ウ
最初の文のWhatは「~を」にあたる直接目的語で,

meが「・・に」にあたる問接目的語。

英文,

ジェーン: NOW, what are you going to buy me,

Ken?

ケン:Howah0Ⅱta CⅡte hat?

ジェーン: That's a nice idea! Does this ye110W

hat go W赴h my hair?

ケン:1thinkso."ere, putonthisone.

全訳

ジェーン:さて,ケン,あなたは私に何を買ってくれ

るつもりなのかしら?

かわいいほうしはどう?ケン

すてきなアイディアだわ!この黄色いぽジェ^ン

うしは私の髪に似合うかしら?

そう思、うよ。はい,これをかぶって。ケン

比較表現に注意して,
セクション4

意味を正しくつかもう!

開 W'hichisbigger?

どっちのほうが大きい? 鉾・ 35、＼'ージ

■省略

回(1)イ(2)ア
つながる音に注意!

' Here's our new geography book.

Some ofthem are sma11er than Tokyo!

(英文)省略
全訳

ここに新しい地理の本があります。それは本当にいい

ものです。前のものよりもいいのですそれにはたく

さんの新しい国が示されています。太平洋にある国あ

ります。その中には東京よりも小さい国もあります!

司 bigger @canada fewer ' as

目

英文^
エミ: which rNer is longer,仙e MissisS叩Pi or

the Amazon?

ボブ: That's easy. The Amazon is longer.

NOW 1 Ⅱ ask you one.

Which city is more important, Tokyo or
New York?

エミ:1 don't know. But Tokyo is as busy as
New York.

as

つながる音に注意!

But it has fewer people than America.

全訳

ボブ:では,世界でいちばん小さな国はどこでしょう?

エミ:太平洋にある島国のひとつですか?

ボプ:かもねでも,この本によると『バチカン市国」

になっています。

エミ:うーん,これはもっともむずかしい質問だと思

うわ。

四(1)most beautiful (2)yourcountw

英文^
ボブ: Here's my last quesuon.

What's the most beaut話Ul place in 仙e
World?

エミ: That's very di竹icU吐. Buu know the

answer.吐's your countN.

訟・鵠,＼'ージ

英文・

エミ: which is bigger, canada orthe united

States?

ボブ:1n land? canada. But 詮 has fewer

People than Ame"ca.

エミ:1S Mt. MCKinley as high as Mt. Fuji?

ボブ: NO.耽's higher., But not as high as
Mt. Everest.

英文,.

ボブ: OK, what iS 仙e sma11est c0Ⅱntry in the
World?

エミ: one of 仙e island countries in the paci"C

Ocean?

ボブ: Maybe. But in this book,詮'S"the vatica

Cityr

エミ: we11,仙at wiⅡ be 仙e most difficult

qⅡestion, nhink.

全訳

エミ:カナダと(アメリカ)合衆国とではどちらのほう

が大きいのですか。

ボブ:陸地でですか?それはカナダです。でもアメ

り力よりは人口が少ないのです。

エミ:マッキンリー山は富士山と同じくらいの高さな

のですか?

ボブ:いいえ。マッキンリー山のほうが高いのです

が・・。でも工ベレスト山ほどは高くありません。

■(1)which,is longer (2)is longer

(3) as busy as

つながる音に注意!

n0U0ykSa111W0N

.

.

.

.



全訳

ケンのお父さん:こちらはめいのマリコなんだね。なん

てかわいい女の子なのだろう。

あなたは今ではなんと背力滴いのでしょう。

そのうちお母さんよりも高くなりますよ。

ケンのおぱさん:もうすぐあなたにはおいもできるのよ。

私に息子ができるのよ。

ケンのお父さん:なんてすぱらしいニュースなんだろう。

それはすごいよ!

more @than @his ・ How what

Worse,worstはそれぞれbadの比較級と最上級

になる。

英文^
Grandfatheris walking moreケン

Slowly than before.

ケンのお1諮さん: His legs are bad and getting

Worse.耽's his worst problem.

:1'Ⅱ get a chairfor him. And drinksケン

for both of you.

ケンのお1謁さん:"ow kind of y0Ⅱ! what a nice boy

you are, Ken!

全訳

先生:それでは,だれがいちぱんいい成績をとれるの

でしょうか?

さあやってみましょう。これがテスト用紙です。

問題は20問あり,時問は50分です。

まずいちばんやさしい問題に答えて,それから

もっとむずかしい問題に答えるようにしなさい。

REVIEW

まとめのテスト② 42 ・ 43ページ

■(,)flowers (2) best hiend / good friends

つながる音に注意!

・ 1 need aowers for a friend.

(英文)省略

全訳

ケン:友だちのために花がほしいのですが。秘密のプ

レゼントなんだ。

店員:なんて優しいんでしょう!その人はあなたの

ガールフレンドですか?

ケン:えーと,ぽくのいちぱんの友だちです。そう,

ただの仲のいい友だちです。

店員:なんて運のいい子なんでしょう!彼女について

話してくれませんか。

回@going to Iike ' must get

つながる音に注意!

' she's going to play in a concert tonight

dassical music.

英文^
ケン: she can play仙e pia叩 rea11y we11.

She's going 加 Play in a concert 如night

- classicalmusic.1mustgethersome

"owers for afterthe concert.

店員: what does she like?

Y0Ⅱ must getthe nicest "owers.

全訳

ケン:彼女は本当にじょうずにビアノがひけるんです。

今夜コンサートで演奏することになっているので

す^クラシックを。そのコンサートが終わっ

たあとのために,ほくは彼女に花を買わなけれ

ぱならないのです。

店員:彼女はどんなのが好きですか?

いちばんすてきな花を買わなけれぱいけませんね。

回 OHOW beautiful '10ngestmore

(1)ア

英文四^
店員: How aboutsome roses?

ケン: WOW! How pretw! such long stems!

Are they expensive?

店員:1.ong stelr玲are more expensNe 仙an shod.

回

解説

全訳

ケン :お二人に紅茶をどうぞ。それにおぱあ

さんにはお花を!

ケンの捌翁さん:まあ美しいこと!それにこんなにた

くさん!とてもよく育っているわね。

:去年よりもよく育っているんだ。ケン

:花は雨がたくさん降ると本当によくケンのお1翁さん

育つのよね。

q Thegeographytest

地理のテスト 40 ・ 41ページ

■省略

回(1)イ(2) whatisthe highest

(3" can't
つながる音に注意!

Sorry, better luck nexLtime.
(英文)省略

全訳

先生:いいですか,みなさん地理のテストの準備はで

きてぃますか。練習してみましょう。

ケン,いちぱん高い山は何ですか?

ケン:思い出せません。マッキンリー山ですか?

先生:残念でした,この次はもっとがんぱってね。

回 lmost di什icU吐 What

athe @smaⅡest

解説<0neofthe+最上級>で「もっとも~なうちのひ

とつ」の意味を表す。

つながる音に注意!

・ Now let's try one of the most di伍Cult

questions.

英文 CD I-62

先生: Now let's try one ofthe most di行icult

questions. Bob, whatis the wo"d'S

Sma11est country?

ボプ':0Ⅱr hook says "the va"can C詮y;' but l'm
not sure ...

先生: Right! And 詮's inside another country

耽aly!

全訳

ケン :おじいさんは以前よりもゆっくりと歩

いていますね。

ケンのおぱあさん:おじいさんの脚は悪くてね,さらに悪

化しているのよ。おじいさんがいちぱ

ん困っているのはそこなのよ。

:おじいさんにいすをとってきてあげまケン

しょう。それとお二人に飲み物も。

ケンの劇翁さん:なんて綬切なんでしょう!ケン,あなたは

とてもいい子だよ!

■("HOW (2)イ(3)Yes, do

英文^
"ere's tea for you both. Andケン

"owers for Grandmother!

ケンのお{謁さん:"ow beaut話UI! And so many!

They're growing so weⅡ.

They're growing be壮剖 than lastケン

year.

ケンのお1謁さん: Flowers grow best W詮h lots of

raln.

全訳

店員:バラはいかがですか?

ケン:わー!なんてきれいなんだろう!くきがこん

なに長いし!これは高いんですか?

店員:長いくきのものは短いのよりも高くなります。

でも長いほうが美しいですよ。

それとこれらはくきがいちぱん長いものですよ。

■(1)イ(2)ウ
つながる音に注意!

' carnations are not as_expensive_、as roses.

英文^
ケン: Doy0Ⅱ haveanything else? Howaboutpink

Cama"ons?

店員: camations are not as expensive as roses.

ケン:"mmm. This is the mostimportant n地ht

Of he"託e ., Roses are be廿er. These

10ng部ton部aretheb質t., Th質e, ple^.

Butthey're more beaⅡt託UI.

And these have the longest stems.

全訳

ケン:ほかに何かありますか?ピンクの力ーネーショ

ンなんかどうでしょうか?

店員:カーネーションはバラほど高くありません。

ケン:ふーむ今日は彼女の人生でもっとも大切な夜

だ・・。バラのほうがいいだろうな。これらの

長いくきの(バラ)がいちぱんいいだろう・・・。

これらをください。

不定詞の使い方に注意して,
セクション5 意味を正しくつかもう!

5 1WanttostudyJapanese

ほくは日本語を勉強したい 46・47ページ

■省略

回("Yes,doeS ②ウ③イ

(英文)省略

全訳

ほくは本を読むのが,特にまんが本を読むのが大好き

です。

それとぽくは日本語'の本を読みたいと思っているのです。

でも,日本語は簡単ではありません

もっともむずかしいのは(本に出てくる)漢字です。

だれかに漢字を説明してくれるように頼まなければい

けません。

回 I wantto @t"edto @interesting
4 Want @to

解説複数形のMdSの「~の」の意味を表す形にするには

kidSのあとにぐXアポストロフィ)をつけてkids'

となる。

全訳

先ノ1二:では,も.つともむずかしい問題のひとつに挑戦

してみましょうボプ世界でいちばん小さな国

はどこですか?

ボプ:ほくたちの本ではバチカン市国』となってい

ますが,自信がありませんー・。

先生:正解です。その国はほかの国の中^イタリア

の中にあるのですよ。

■(1)20,50

(2)もっともやさしい,もっとむずかしい
つながる音に注!

・ Now we'Ⅱ丘nd out!

英文^
先生: we11, who wiⅡ be the 加Ststudent?

Now we'11"nd out!"ere's yourtest.

There are 20 questions, and you have 50
minutes.

Answerthe easiest questions first.
Then answerthe mo『e di什icU吐 ones.

邑
●

.

.



つながる音に注意!

I wantto study Japanese and read

I tried to study with the little kids' books.

英文・

Iwantto S加dy Japanese and read Japanese

Comlcs.

Itried to stⅡdy W詮h the little kids' books.

Butthey're not veN interes"ng.

And l don't wantto study alone.

全訳

ほくは日本語を勉強して,日本のまんがを読みたいの

です。

小さな子ども向けの本で勉強してみました。

でもそういう本はあまりおもしろくないのです。

それにほくはひとりで勉強したくないんです。

可("Yes, does (2)ア(3)イ
つながる音に注意!

I asked him to help me.

英文^
Ken likes to read comics too.

Iasked him 如 he叩 me.

He is going t0 始ke me 如 the comic store.

Then we wiⅡ Study W詫h comics aⅡ Sunday
a貴ernoon.

to

48 ・ 49ページ

5 The microchip

マイクロチップ 鼻・閃ページ

■省略

回(1)to do, computer (2)ウ

Don'tforgetto ~.は「(これから)~することを忘

れてはいけない」の意味を表す。Don'tforget ~

ing.は「(過去に)~したことを忘れてはいけない」
の意味を表すことに注意。

つながる音に注意!

Something to do on a computer today?

Don't forget to thank the microchip!

(英文)省略

全訳
あなたは今日コンピュータで何かすることがありますか。

電子メールを送ったりとか,宿題をするとか?

おそらくあなたは今Πイ可同もコンビュータを使うでしょう。

あなたはなんて述がいいのでしょう!

マイクロチップに感謝するのを忘れてはいけません!

回 Iwith computers Tiny
4 t0 5 Use

英文,

1'Ⅱ Practice the piano every day.

英文 CD 2-14

W詮h the microchip, we can build tiny

Computers. Tiny computers are helping us

everywhere.
全訳

彼女にはもうひとつ夢がありました。

全訳

まず,自分自身をほかの人と比べるのをやめなさい。

自分の長所を見つけなさい。自分自身を好きになりな

さい少し打ち解けるようにし始めなさい。毎日だれ

か新しい人に,やあっと言ってみなさい。

あなたたちは友だちになれるかもしれません。もしか

したらそうならないかもしれません。そんなときは明

日もう一度やってみなさい。

■(1) Try/good at (2)ア

英文^
Try doing many things. Become good at

Something.

YOU'Ⅱ like yourse" more. other people wiⅡ
feel that.

Keep tNing. And keep helieving in yourself.

Your success hegins with you!

全訳
いろいろなことを(実際に)やってみなさい。何か得

意なことを持つようにしなさい。

(そうすれぱ)あなたはもっと自分自身のことを好きに

なるでしょうほかの人たちもそう感じるようになる

でしょう。

挑戦し続けなさい。そして自分自身を信じ続けなさい。

あなたの成功はあなたから始まるのです!

The piano wiⅡ be my best hiend.

My goalis to play at camegie HaⅡ.

Aft田 the conced, people wiⅡ Clap and ca11 my
name.

13

全訳

私は毎ロピアノの練習をするつもりです。

ピアノは私のいちばんの友だちになるでしょう。

私の目標は力ーネギーホールで演奏することです。

コンサートが終わったあとに,みんな力粕手をして私

の名前を呼ぶことでしょう。

■(,)Yes, does

(2)to become,teacher (3)ア,エ

解説 Another is .,"Another dream is

英文^
BⅡU have manydreams.

Anoth引 is to become an ikehanateacher.

I wantto wr詫e a book aboutikebana.

I wantto share the beauty of "owers.

全訳

でも私には夢がたくさんあるのです。

もうひとつの夢はいけ花の先生になることです。

私はいけ花についての本を書きたいのです。

花の美しさを(みんなと)分かち合いたいのです。

5 Japan'sfirstwomanastronaut

日本人初の女性宇宙飛行士 50・51ページ

Ⅱ省略

回(,)tobecome, doctor (2)イ(3)ア

(英文)省略

全訳

向井千秋さんには夢がありました。

それは医者になることでした。

阪名になることはとてもむずかしいことです。

しかし彼女はとても熱心に勉強して,自分の夢を勝ち

とりました。

目 hadTO becornehad

つながる音に注意!

To become an astronautis also very di伍Cult.

She had to study hard and get specialtraining.

英文,

She had another dream.

耽 WaS 加 hecome an astronaⅡt.

To become an astronaⅡt is also very di什iCⅡlt.

She had to study hard and get specialtraining.

In 1994, she went into space as Japan'S
"rst woman astronaⅡt.

全訳

ケンもまんがを読むのが好きです。

ぼくは彼にほくの手助けを頼みました。

ケンはほくをまんが本の店に連れて行ってくれる予定

です。

そうすれぱほくたちは日峨の午後ずっとまんがで勉強

することになります。

5 Mydreams

私の夢

■省略

回(1) NO,isn't (2) Yes, does (3)ウ

(英文)省略

全訳

私の父はジャズミュージシャンです。

父はべースを演奏します。

彼の夢は有名なべース奏者になることです。

でも私はジャズが好きではありません。私はビアノを

ひくのが好きです。

トになることです!私の夢はコンサートヒアニス

回 PlayfriendPlano

After name

それは宇宙飛行上になることでした。

宇宙飛イテ士になることもまたとてもむずかしいことです。

彼女は必死に勉強し,特別な訓練を受けなければなり

ませんでした。

1994年に彼女は日本人初の女性宇宙飛行士として宇宙

へ行きました。

■(1) TO, world, space (2) our, home

英文・.

This was an important "ight.

The astronaⅡts leamed many things.

To see our wo"d from space is a wonderful

thing.

We mustlook after our beaut"ul home - our

Only home!

全訳

これは重要な飛行でした。

宇宙飛行士たちは多くのことを学びました。

宇宙から私たちの世界を眺めることはすぱらしいこと

です。

私たちは私たちの奘しい故郷^私たちのたったひと

つの故郷を大事にしなけれぱいけません。

5 Yoursuccessbeginswithyou!

あなたの成功はあなたから始まる!52・53ページ

■省略

回{"イ②ウ

".'最初の文のmoreは形容詞manyの比較級である。

つながる音に注意!

Maybe you nee4to change your a杜itude.
(英文)省略

全訳

あなたはもっと多くの友だちを持ち始めることができ

ます!

あなたはこのようにぢえますか?

「彼メ(は美しい。彼は頭がいい。彼らはスポーツカ町尋意だ。

でも私は述う」(そうならば)あなたは自分の心赫えを変

える必要があるかもしれません。

回 good OpenlngCompa"ng

'friends again

解説 Maybe noL=Maybe you'Ⅱ not become 丘'iends.

つながる音に注意!

Find_、your own good points.

英文^
First, stop compa"ng y0Ⅱrse託 to others.

Find your own good points. uke yourself first.

S始d opening up a li廿le. say hito someone

new every day.

Maybe you'Ⅱ become hiends. Maybe not.

Try again tomonow.

.

.



They are in cD players, video games,1i廿le

TVS, dig詮al cameras ., we have many
ChanceS 如 Use them.

全訳

マイクロチップのおかげで私たちはごく小型のコンピ

ユータをつくることができます。小型のコンピュータ

は私たちをいたるところで手助けしています。それら

はCDプレーヤーや,テレビゲーム,小型テレビ,デ

ジタルカメラなどに親み込まれています。私たちがそ

れらを使う機会は多くあります。

■(1) microchip (2) thanksto computers

(3) to play

解説 W'e have more dlrle to play.のmoreはmuchの

比較級で, we ca11丘11d more waysto enjoy 1迂e.
のmoreはma11yの比較級になる。

英文^
Thanks to the microch叩, computers are

ever艸here.

And thanks to comPⅡters, work goes faster.

We have more time to play.

We can "nd more ways to e川oy life.

全訳

マイクロチップのおかげでコンピュータはどこでも使

えるようになりました。

そしてコンピュータのおかげで仕亊がよりはかどるよ

うになりました。

私たちは遊ぶ時問がさらに多く持てるようになりました。

私たちは生活を楽しむ方法をもっと多く見つけ出せる

ようになりました。

5 Man and fire

人問と火 56 ・ 57ページ

■省略

回(1)NO, didn't (2)ア(3)イ

つながる音に注意!

' 1n the old)days, everyday life was.,
(英文)省略

全訳

昔の剛tは,日々の生活は(今とは)おぉいに異なって

いました。

昔の人々は都市に住んでいませんでした。

人々はあちらこちらと移動していました。

彼らは食料にするために動物をつかまえてぃました。

人々は火の起こし力を知りませんでした。

ただ見つけただけでした。

囲@fire @fire @to make

英文^
Ugh如ing h詮 trees in the forest. They saved

"re hom that. They needed special people to

keep the "re.吐 mustn't go out! The iob was

Very important.1.ater, we leamed ways to
make "re.

全訳

稲光力漆の木々に落ちました。人々はそれから火をとっ

ておきました。その火を守る特別な人が必要でした。

火を消してはいけないのですから!その仕事はとても

重要なものでした。のちに私たちは火を起こす力法を

覚えたのでした。

■(1)イ(2)NO, don't (3)to save

比較級の意味を強めて「ずっと~」と言うには,

Veryを使わずにmuch easierのようにmuchを使う。

つながる音に注意!

XN'e have special people to save us from 丘res_

英文^
These days our eveNday 1託e is much easier.

Cooking W詮h "re is no prohlem.

We don't need special people 如 10ok a貴er
Our fires.

We have special people to save ⅡS hom

"res -"refighters.

全訳

最近の私たちの日常生活はずっと楽になっています。

火を使っての料理には何の問題もありません。

火の面倒を見る特別な人も必要ありません。

私たちには火事から私たちを守ってくれる特別な人た

ち^消防士の人たちがいます。

5 Digital alarm dock instructions

デジタルアラーム時計の使い方 58・59、'ージ

■省略

回(1)イ(2)(上から順に)2,3,1
つながる音に注!

Push the battery door to ope1しit.
(英文)省略

全訳

新しいデジタル時計の使い方

この時計は電池を4個使います。

電池用のふたをおして,それをあけてください。

電池を中に注意しておいてください。

ふたをしめてください。

回 I push @to to Set.

英文 CD2-20

SETTING THE CI.OCK TIME

Push the lTIME1 加廿on 加 get 仙e clock "me.
Numbers wiⅡ 1地ht up on the clock face.

Push the lsET】加せon to setthe clock "me.

全訳

しかし若い人たちは初めから車が大好きでした。

若い女性は車に乗るのが好きでした。彼女たちは特別

な服を着込みました。

そして若い男性は車を運転できて喜んでいました!

皿(1)Yes, are (2)イ(3)cars,to

解説 havet0はlh企ft01の発音になることに注意。

英文^
These days cars are expensive to buy and use.
We have to be C引efult010ok after 仙em.

Now many people own cars. cars are coolto
have.

And they are much more popularthan horses!

全訳

最近は卓を買って使うのは高くつきます。

私たちは江意して屯の管理をしなけれぱいけません。

現在では多くの人たちが車を所右しています。車を持

つことはかっこいいのです。

そして屯は馬よりもはるかに人気があります!

REVIEW

まとめのテスト③ 62 ・ 63ページ

■(1)イ(2) to become,famous

つながる音に注意!

Someday l wantto travel alLovaJhe world.
・ one idea is to become a famous writer.

{英文}名略

全訳

ほくはギターが好きです。それにスポーツや動物も。

でもほくは人生で何をすれぱいいのでしょうか?

いつかほくは世界中を旅したいと思っています。

ひとつの考えとしては有名な作家になることです

have to toTO become

To becomea good writerは主"吾になっている
名'河的用法の不定詞。

英文 CD2-26

To become a good wr詮引 requires expe"ence.

You have 如 go places, meet people, see things.

You have to understand strange things and

di什erent ways.

And then you carN 仙eir storieS 加 other people.

全訳

いい作家になるには経験が必要です。

いろいろな場所に行ったり,いろいろな人々に会ったり,

いろいろなものを見たりしなければなりません。

奇妙なものや異なるやり方を理解しなけれぱなりません。

そしてそれから彼らの話をほ力辺)人たちに伝えて行くのです。

People (1)イ回 beせer @can @to

全訳

時刻の合わせ方

{TNE1ボタンをおして時刻を合わせます。数字が時計

の表而に明るく出てきます。

ISET1ボタンをおして特計の時刻をセットします。

■(1)to use (2)"READY"(3)イ

解説 Tostop thealarmのTostoPは「とめるためには」
という目的を表す副詞的用法の不定詞。

英文^
Set 仙e l0則OF" SW託Chto oN 加 Use仙e alarm.

The light on the clock face shineS 加 Show
" READY."

To st叩 the alarm, move the 【ON/OF" SW詮Ch
to oFF.

It wiⅡ Stay 0竹.

全訳

アラーム田覚まU を使うには,foN/OFF1スイッチ

をONにセットします。

時計の表而の明かりが脚いて READY(準備完了)』

を示します

アラームをやめるには,10N OFF1スイッチをOFF

に動かします。

(そうするとアラームは)休んだままになります。

5 Cars are coolto have

60 ・ 61ページ車を持つのはかつこいい

■省略

回(,)hated (2)h舶r (3) touse

つながる音に注意!

・ Horses were afraid to walk on streets-

(英文)省略

全訳

みんな屯が好きです。でもいつでもこうだったわけで

はありませんでした。

最初は卓をきらう人たちもいました。彼らは騒音を聞

いておどろいたのでした。

彼らは「車は,使うには危険だ」と言いました。

馬はこわくて通りを車と^に歩きたがりませんでした。

回 lto put ' happy @toOn

解脱最後のtodrive,.は「~して」という原因や理由を

表す副詞的用法の不定.司

つながる音に注意!

Young women Ⅱke●to ride in them.

英文^
But young people loved cars from the

beginning.

Young women liked to "de in them. They put

On special clothes.

And young men were happy to d"ve cars!



つながる音に注意!

It's aⅡ about building bridges of communication.

英文^
The wo"d isn't perfect.1t can be a lot better.

A wr託引 Can do good things for wo"d peace.

吐's a11 about building bridges of

Communica"on.耽's a way 加 help people
Understand each 0仙剖.

全訳

世界は完ぺきではありませんずっとよくなりうる可能

性があります。イ乍家は世界の平和のために役立つことを

することができます。

意恕、仏述のかけ橋を枇築するということです。

それは人々がおたがいを理解するための下助けをする

ひとつの方法です。

■(りonefamily {2)イ

英文 CD2-28

The wo"d's people are aⅡ one famⅡy.

We aⅡ laugh, CN,10ve, work, play.

W詮h communica"on, we can leam to live

如getherin peace.

全訳

世界の人たちはみなひとつの家族なのです。

私たちはみなわらい,泣き,愛し,働き,遊びます。

コミュニケーションをとることで,私たちは平千Ⅲこー

緒に暮らせるようになれるのです。

文と文のつながりや流れに注意して,セクション6 全体をとらえよう!

E lwanttobeaworld・classsoccerplayer

世界で一流のサッカ^手になりたい 66・釘ページ

■省略

回(1) Yes, does

(2) soccer player (3)イ
つながる音に注意!

. rm the best in our class.

(英文)省略

全訳

サッカーはほくの人生そのものです!ほくは毎日学

校でサッカーをします。ほくはクラスでいちぱんじょ

うずです。

ほくは世界で一流のサッカー選予になりたいと思って

います。ペレはぼくのヒーローです。

彼と同じくらいうまくプレーできるようになるつもりです。

回 going , to @oneSecondno

英文^
I get lots of exercise.1 Prac"ce every day.

There's no "me for anything else! our

わー!すごい!彼女にはビッタリの本だ!

あとで街に買い物に出かけるつもりだから,

代わりに買ってきてあげましょうか?

えー,ほくの代わりにそうしてくれるのですボブ

か。本当にありがとう,お母さん

E seeingisbelieving

百聞は一見にしかず 72 ・ 73ページ

■省略

回(1) NO,isn't (2)イ(3) Evewfouryears

つながる音に注意!

・ Next time, who wiⅡ be the fastest,

1英文)名略

全訳

"citius, altius, fortius!"これはオリンピックのモツ

トーです。

このことばは古代のラテン語に由来しています。

より速く,より高く,より強く!という意味を表し

ています。

4年ごとに世界の運動選手が一堂に会します。

team won second p"ze in the na"onalscho01

games.

Next year we'Ⅱ try harder.

We're going to be number one!

全訳

ぽくはたくさん運動をします。毎日練習しています。

ほかに何かをする時問はまったくありません。ぽくたち

のチームは国内学校対抗試合で2等賞をとりました。

来年はもっとがんぱって,1等賞をとるつもりです。

■(1)ウ(2)geせing

(3) NO, doesn't

解説<Start ~ing>で「~しはじめる」の意味。

英文・

To go t0 仙e olympics is my real dream!

I must start ge廿ing up ea"ier and working

harder.

吐 Won't be easy, buu can d0 詫.

I wantto win for Japan!

全訳

オリンビックに行くことがほくの本当の夢です。

もっと早く起き,もっとけんめいにがんばりはじめな

くてはなりません。

それは簡単なことではないでしょう。でもほくならで

きるでしょう。

ほくは日本のために勝ちたいのです!

6 Mydreamistobecomeascientist

私の夢は科学者になることです舶・時'~'ージ

■省略

回(1)to become, scienust (2) NO,isn't

(3) have, good
{英文}省略

全訳

私の夢は科学者になって地球を救うことです。地球に

は大量の水がありますでも現在,ある地域では地球

の水がきれいでないところもあります私たちはきれ

いな水を十分に得られるということを確認しておかな

くてはいけません。

回 lto @drink @water oclean

5 Save

解説 to drink,(to)waS11 and (to)grow foodはすべて
形容詞的用法の不定詞で, waterを修飾している。

英文^
We need wat引 to d"nk, wash and grow food.

Bad water is ki11ing fish, animals and people.

Some poor c0Ⅱntries have wat田 Problems.

There isn't enough clean water. we need to
Save the eadh's water!

全訳

私たちには飲んだり洗ったり食料を育てるための水が

必要です有害な水は魚や動物や人闇を殺しつつあり

ますまずしい国の中には水の問題をかかえていると

ころもあります。きれいな水が十分にないのです。私

たちは地球の水を守る必要があるのです!

■(1)Yes, does (2) good things, WO"d

(3) beaut託Ul earth

つながる音に注意!

1 、vant_、to do good things for alLthe world.

英文^
11ike Ken.

He is not smart, but he has a kind heart.

Buu don't wantto he jⅡSt someone'S

gi"hiend.

I wantto do good things for a11the world.

ιet's protect our beautiful earth!

全訳

私はケンが好きです。

彼は頭はいいほうではありませんが,やさしい心の持

ち主です

でも,私はただだれかのガールフレンドだけというの

にはなりたくないのです。

不厶は全世界のためになるいいことをしたいのです。

私たちの美しい地球を守りましょう!

目ヨ Would you help me?
70・71ページ助けてくださいませんか?

■省略

回(1) Excuse me /could (2)ウ

(3) should gNe

解説 Could l ~?,would you ~?はそれぞれCa111~?

WiⅡyou ~?よりもていねいな言い方になる。
つながる音に、!

Could l ask_you a question?
How can l help you?

Would you help me?

(英文)省略

全訳

ボプ:すみません,お母さん。質問してもいいです

か?

お母さん:もちろんよ。どういうことかしら?

ボブ:学校に,ある女の子がいるんだ。ほくは彼女が

好きなんだ。ほくは彼女にそのことを知って

ほしいんだ。助けてください。

お母さん:彼女に何か特別なものをあげたらいいのかも

しれないわね。

回 Ocould @science WiⅡ Come.

book

全訳

ボブ

お母さん:

全訳

ボブ:何かいいアイディア思、いつきませんか?

彼女は科学が本当に大好きなんです。

お母さん:本はどうかしら?インターネットで調べて

みるわ。

あら,ボブ,こっちに来てくれない?ほら,

ここに世界の生態系の問題についての本があ

るわよ。

■(1)goshopping (2)イ

英文 CD2-41

ボブ: WOW! Great!耽'sthe pedect bookfor
her!

お母さん:1'm going to go shopping in the city

Iater. sha111 buy one for you?

ボブ: oh, would you do thatfor me, please?

Thanks a lot, Mom!

つながる音に注意!

COU1●you think ofsome ideas?
How about a book?

1'Ⅱ go and check the lnternet.

英文,'.

ボブ: could you think ofsome ideas?

She rea11y loves science.

お母さん: How about a book? 1'Ⅱ go and check
the lntemet.

Oh, Bob, wiⅡ you come here, please?
Look. Here's a book about wo"d

ec010gy prohlems.



今度はだれがいちばん速く,いちぱん高く,いちぱん

強い人になるのでしょうか。

回 in which be廿er to fight
つながる音に注意!

'.川 or run away and die?

英文 CD2-43

"To be or not to be: that is the question."

This is Hamlet's famous line in shakespeare'S

Play.

Which is bette『- to live and "ght your

Problems, orrun away and die?

Hamlet decides to figh"

全訳

「生きるべきか死ぬべきか,それが問題だ」

これはシェイクスビアの戯1山にあるハムレットの有名

なせりふです。

どちらがいいのか生きて自分の問題と戦うか,そ

れとも逃げ出して死ぬのか?

ハムレットは職うことに決めます!

■(1) for/ seeing, believing
(2) clean / of

英文・・

お母さん: Bob, yourroom was a mess this

mornlng,

ボブ: But Mom,1Cleaned 詫.1Put every・

thing away.

お母さん: Hmm. Be honest - did you rea11y

Clean y0Ⅱrroom?

ボブ: ReaⅡy! seeforyourself. seeing is

believing, right?

お母さん:ー.110oked.吐 is clean! 1'm proud of

you!

全訳

日本の人たちはとても美しいものをつくりだしていま

す。Π本は芸術作品を見つけ出すのにはすぱらしい場

所です。どこにでもあるのですから。

川越の専多院という寺は小さな仏像で有名です。そこ

には500体以上の異なる石の仏像があります。

■(1)NO,isn't (2)NO,isn't (3)イ

<help~to...>で「~がー・するのを助ける,手伝う」
の意晞このときt0が省略されて,動詞の原形が続

くことも多い。

英文 CD2-47

1'm not good at speaking Japanese.

吐's rea11y di竹icult for me.

1'm thinking abouttaking a Japanese class.

That wiⅡ help me 加 Understand Japan.

全訳

私はH本語を話すのが得意ではありません。

日本語は私には本当にむずかしいのです。

日本語の授業を受けようかなと考えているところです。

そうすれば私が日本を理解する下助けにもなるでし
^

よつ。

前置詞などに注意して,
セクションフ

すばやく正確に聞きとろう!

? Beautifulthings

美しいもの 74 ・ 75、'ージ

■省略

回(1)Yes, does (2)ア(3)Yes,is

(英文)省略

全訳

私の夫は働きものです。彼は会社の仕事でたいていは

忙しく旅に出ています。

しかし私は遠くに旅することもなく,東京のあちらこ

ちらを見ることができます。そして私は日本の人たち

との新しい友情を楽しんでいます。

回 lfor "nding farnous for

5 has

解説 forなどの前遣詞の目的誘に不定詞を続けることは

できないので,動詞を続けるときは~血gの動名詞

にする

英文,'.

In Japan, people create such beaut話Ulthings.

吐's a wonderful place forfinding ad.耽'S

ever艸here.

Kawagoe'S Kitain Temple is fam0ⅡS fo"ts
SmaⅡ Statues.能 has oV引 50o di什erent stone

Sta加es!
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ワ DoyouknowholvtogettoNagatacho?

永田町へどうやって行くか知っていますか?78・79、'ージ

匪省略

回(1)Yes, doeS ②ウ

(3)りなさい,乗り換えなさい(それぞれ,「乗

る」,「乗り換える」という意味がとれていれぱ正

解。順番が逆の場合は不正解)

つながる音に注意!

The government is in Nagatacho,isn't it?

(英文)省略

全訳
之が,もとみ

女の人:すみません。官庁は永田町にあるのですよね。

そこへはどう行ったらいいかご存じですか。

ケン:はい,何をすればよいかお教えしましょう。
は人ぞうも'Htんちよだせん

千代田線に乗って,それから半蔵門線に乗り

換えてください。

回 howmuch @to @for From

@ push

英文^
女の人:1See. T始nkyou!

Buu don't know how much to pay for
the ticket ●■■

ケン: From here 詮'S 160 yen. putin your

Coins and push this hutton.

全訳

女の人:わかりました。ありがとうございます。

でも切符にいくら払ったらいいかわからない

のですがー・。

ケン:ここからですと160円です。お金を入れて,

このボタンをおしてください。

■(1)ア(2) Listen, whento

解説「電車を乗り換える」はChangetrainSという。

このとき必ずtrainSと複数形にすることに注意。

つながる音に注!

. Do you need to know anything else?

英文^
ケン: Do you need to know anything else?

女の人: one more thing.1 don't understand

Where to change trains.

ケン: At omotesando. usten forthe

announcement and you'Ⅱ hear when

如 get0什.

女の人: Thank youvery much!

全訳

ケン:ほかに何か知りたいことはありますか?

女の人:もうひとつだけお願いします。どこで釆り換

えれぱいいかわからないのですが。
"、てさ'、 Eみ

ケン:表参道で乗り換えます。アナウンスを注意し

全訳

お母さん:ボプ,今朝,あなたの部屋はめちゃくちゃだ

つたわよ。

ボプ:でもお母さん,ぼくそうじをしたよ。みんな

片づけたよ。

お母さん:ふーん正直になりなさい。本当にそうじを

したのですか?

ポプ:ほんとだってぱ!自分で見てよ。百聞はー

見にしかずって言うでしょう?

お母さん:・一見たわ。きれいになっているわ。私はあな

たをほこりに經、うわ。

ワ Arocksinger

ロック歌手 76・πページ

■省略

回(1)Yes, does (2)ウ

(英文)省略

全訳

私の両親は私に会社にべったりの人問になってほしい

と思っていました。でも利、は右名な大学を卒業しませ

んでした。私は夢想家だったのです。

今私はロック歌手です。そして私の仕事が大好きで

す!ロック歌手として生計を立てていくのは簡単です。

回 it to @had as

famous

つながる音に注意!

At first it was scary to sing in front of

an audience.

But l had to forget my fear and just do it.

NOW I'm as famous as an American president!

英文^
At "rst 詮 Was scaryto sing in hont of an

audience. Buu had to forget my fear and

just do it.

NOW I'm as famous as an Ame"can presiden"

能's fun to see my picture in the newspapers.

全訳

最初は聴衆の前で歌うのはこわかったのですが,自分の

不安を忘れて,ただやりとげなけれぱなりませんでした。

今では私はアメリカの大統領と同じくらい有名です。

新聞で自分の写真を見るのは楽しいことです。

■{"ウ

(2) send me

つながる音に注意!

It's greaLto sing in Japa1しagain.

英文^
吐's great 如 Sing in Japan again.110ve Tokyo.

耽's my favor詮e city! 1'm very popular here.

WeⅡ,1 have to go now. E川oy the conced!

And send me your newspaper stoN ab0Ⅱt me!

全訳

日本で再ひ歌えるというのはすばらしいことです。私

は東京が大好きなのです。東京は私のお気に入りの都

市です。私はここでとても人気があります。

では,もう行かなければなりません。コンサートを楽

しんでください。

それから私に関する新聞の記事を私に送ってください。



て聞いていれぱ,いつ降りればいいか聞こえ

てくるでしょう。

女の人:本当にありがとうございます。

ワ Theteenageyears

10代の時期 80 ・ 81ページ

■省略

回(1)ア(2)not, to drive

つながる音に注意!

Now you're too old to play with toys ,.

(英文)省略

全訳

10代という年齢はだれにとっても簡単なものではあり

ません。

あなたは両親と戦わなけれぱいけません。彼らはどう

して理にかなっていないのでしょうか?

今あなたはおもちゃで遊ぶには年をとりすぎているしー・

かといってバイクを運転できるほどの年でもありません。

回 to ' ask @SOtootoo

つながる音に注意!

YOU're too bored to stay home watC11ing TV

but too shy to ask someone for a date.

英文 CD2-55

YOU're too bored to stay home watching TV .,

buttoo shy to ask someone for a date.

Y0Ⅱ feel happy one minute, then angry, then
Sad.

Your mind is changing so fast.

全訳

あなたは退屈しすぎてテレビを見ながら家にいること

もできずー・かといって内気すぎてだれかをデートに誘

うこともできない

あなたは一瞬幸せだと感じて,次には怒り,それから

悲しくなる。

あなたの心はとても速く変化しているのです。

■(1)イ(2) scary/can,fun
つながる音に注意!

You wiⅡⅡVe through them!

英文^
There are too many things to leam and not

en0Ⅱgh time to do them.

The teenage years are scaN some"mes.

Butthey can be fun, too.

non't worN. You wiⅡ INe through 仙em!

全訳

覚えるにはあまりに多くのことがありすぎ,しかもそ

れをするのには十分な時問がない。

10代は時にはこわいこともあります。

でも,楽しみになることもあるのです。

全訳

彼は狩りが好きでしたが,やさしくて公平な人でした

あるとき彼は年老いた弱々しいくまを見かけました

彼の友人は「撃て!」と言いました。でもテディーは

「私にはどうしてもできない!」と言いました。

新聞のまんがはそれを「テディーのくま」と呼びました。

おもちゃの会社がこの名前を,その会社のくまの人形

につけました

今日では私たちはそれを「テディーベア」と呼んでい

ます

Theodore Roosevelt 2

セオドアルーズベルト② 86・87ページ

■省略

回(,)日本,アメリカ(順不同

(2) helped, Russia to end

(3)ノーベル平和

{英文}省略

全訳

テディー・ルーズベルトは日本とアメリカの問により

強い友好関係をきずきました。

さらに日本とロシアが戦争を終わらせる手助けもしま

した。このことにより彼はノーベル平和賞を受けました。

そして彼はパナマ運河建設のための道を開きました。

回 greatestto ' worstOnCan

つながる音に注意!

・., on Mt. Rushmore in America.
、』.〆

・ The worst of aⅡ fears is the fear of living.

英文 CD?・64

We can see Rooseve吐's stone face on

Mt. Rushmore in Ame"ca. He said many

things to encourage people. For example,

"The worst of aⅡ fears iS 仙e fear of living."

"The greatest doer must be a great dreamer."

全訳

アメリカのラシュモア山でルーズベルトの石でできた

顔を見ることができます。彼は人々のはげみになるよ

うなことを数多く言いました。たとえば次のようなこ

とです。

「あらゆる恐れの中で最悪なのは生きることを恐れるこ

とである」

「もっとも偉大な実行家は偉大な夢想家であらねぱな

らぬ」

■(1"ovednature (2)ア,エ

つながる音に注意!

・ Theodore Roosevelt is an American hero.

. He fought hard and never gave_、UP.

英文^
Theodore Rooseve吐 is an Ame"can hero.

ワ

心配はいりません。あなたは10代を無事切り抜けるで

しょう。

7 1t'sfuntostudywithyou, Emi

エミ,君とに勉強するのは楽しいよ82・83ページ

■省略

回(,)イ(2)keepstudying, Monday (3)イ
つながる音に注意!

Ijust_stoppe●t010ok aLthis f0工__a minute.
(英文)省略

全訳

エミ:ボプ,そのウェプサイトを見るのをやめてよ。

理科のサイトをさがして。月曜日のテストのた

めに勉強を続けなけれぱいけないのだから。

ポブ:これを見るのにちょっとだけ止まっただけじゃ

ないか。アメリカの偉大な作家アーネスト・ヘ

ングウェイについてのものなんだ。ミ

回 liked @to @Africa ' America

@ got

つながる音に注意!

・ He liked to write about .,

I read one of his stories, about Africa.

NO,in America.

英文^
ボブ: He liked to w"te about man in na加re

and in war."e lived in 医Urope, Africa,

Cuba-.

エミ:1read one of his stories, about Ahica.

Didn't he die 仙ere?

ボブ: NO,in Ame"ca. He got sick, and shot

himse".

全訳

ボブ:彼は自然や戦争の中にいる人問について書くの

が好きだったんだ。ヨーロッパやアフり力やキ

ユーバで暮らしていたんだ。

エミ:彼のアフり力についての物語をひとつ読んだこ

とがあるわ。彼はアフり力で死んだんじゃなか

全訳

エミ:いやだー!さてと,私たちには死んだ作家に

ついて話してる時問はないわよ。

私たちの目標は理科のテストに合格することな

んだから。

ボブ:エミ,君と一緒に勉強するのは楽しいよ。

物虫を説明するのがうまいんだもの。

ワ TheodoreRoosevelt(D

セオドア.jレーズベルト① 84・85ページ

■省略

回(,) NO, wasn't (2"oved nature

(3) Yes, did

1英文)省略

全訳

セオドア・ルーズベルトは体が弱く,病気がちな子ど

もでした。でもテディーは自然が大好きでした。

彼は運動をしたことで,健康でじょうぶな体になるこ

とができました。

彼はハーバード大学を卒業しました

回 as @to @protect to @keep

英文^
Later he wentinto govemment. He became a

State govemor.

Then, as president, he used his powerto

Protect nature.

Teddy Rooseve能 Created many national parks,

Iike Grand canyon.

"e also made ねWs to keep business fair and

honest.

全訳

のちに彼は政界に入りました被は州知事になりました。

それから大統領として[大統領のとき]彼は白然を守る

ために権力を発揮しました

ルーズベルトはグランドキャニオンのようテデイ

な多くの国立公園を創設しました。

彼はまた商売が公正でごまかしのないものであるよう

に保つ法律も制定しました

■("1ikedto (2"won't (3)ア

つながる音に注意!

Shoot it!Once he saw a1しold,weak bear.

英文^
He liked to hunt, but he was kind and fair.

Once he saw an old, weak bear.

His hiends said,"shoot 詫!" But Teddy said,
I wonl!

Newspaper cartoons caⅡed 詮"Teddy's bear."
A toy company gave this name t0 吐S bear d0Ⅱ.

Today we just caⅡ them "teddy bears"!
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ボプ:いや,アメリカで死んだんだ。病気になって,

自分に向けて引き金を引いた伯殺した)んだ。

■(1)イ(2)topass (3)fun, study

英文 CD2-59

エミ: Eeew! weⅡ, we don't have "me 如 talk
about dead w"ters.

Our goalis to pasS 仙e science test.

ボブ:1t's fun to study W詮h you, Emi.

YOU're good at explaining things.

ナつ
?
.



He was kind, fair and honest. He loved nature.

He fought hard and never gave up.

And he encouraged others to go fortheir
dreams.

全訳

セオドア・ルーズベルトはアメリカのヒーローです。

彼は親切で,公正で,正直でした。彼は自然を愛しま

した。

彼は必死に戦って,決してあきらめるようなことはし

ませんでした。

そしてほかの人たちが自分たちの夢に向かって進むの

をはげましました

Test

総合テスト第1回 ・ 91ページ

■(1)イ(2)イ(3)ウ

1英文)省略

全訳

最近では私たちは手紙を郵便局の『カタツムリ郵便」

で送る必要はありません。電子メールのほうがずっと

簡単で速くなりました。

電子メールをもっといいものにするためのアイディア

がここにいくつかあります。

まず,件名の行には,ただ「やあUとだけ書き込んでは

いけません。件名の行は情報を含むものにすべきです。

簡潔に何かを伝えるかたずねるようにします。

そうすれぱ相手の人はもっとはやく読んであなたの電

子メールに返事をくれるでしょう。

回 more @best @to read @one

つながる音に注意!

' 1t's best to use t11ree or four sentences.

Having too many lines is hard to read.

英文^
You can gNe more information inside your

e・mail. But make your paragraphs short.
It's best to use three orfour sentences.

Having too many lines is hard to read.

Each paragraph should have one main idea.

全訳

電子メールの中にはもっと多くの情級を入れること

ができます。でも段落は短めにします。 3~4文を

仙うのがいちぱんいいでしょう行数が多くなりす

ぎると読みづらくなります。

それぞれの段落には主になる考えをひとつ入れるよ

うにするのがいいでしょう。

回(,) Read your
(2)イ,エ

英文 CD2-72

And one more thing - read your e・mail before

Sending it!

Maybe something isn't clear.

Or maybe a joke seemsse"OUS.

You can change 託. Then send your perfect
e・mai"

全訳

それからもうひとつありますーーー→云る前に電子メール

を読み返すことです

何かはっきりしないことがあるかもしれないからです。

あるいはじょうだんがまじめなものに思われることが

あるかもしれないからです。

それを変えることができます。それからあなたの完全

な電子メールを送ってください!

Test

総合テスト第2回 92 ・ 93ページ

■(,) basebaⅡ, basketbaⅡ,footbaⅡ

(2) swimming (3)ア
解説 Coachは野球では「コーチ」の意味だが,サッカー

などでは「監督」の意味で使われる。

1英文)省略

全訳

ほとんどのアメリカの高校には野球,バスケットボ

ール,(アメリカン)フットボールのチームがあります。

牛徒の中には競走や跳躍やほかのトラック競技に入

るものもいます。水泳は特に暖かい場所で人気があ

ります。北部や東部では,子どもたちはウインター

スポーツをして楽しみます。

年少のプレーヤーのための野球やサッカーのりーグも

あります。親たちは自分の子どもが勝つのを見て喜び

ます。でも負けるのを見るのは好きではありません。

時には親たちはコーチと園いあらそうこともあります。

Studyto Want ' to ^In

tostudy,.はmoneyを修飾する形容詞的用法の不定詞。

つながる育に注意!

They give them money to study attheir

University.

They wantthem to win for 杜leir teams.

英文 CD2-74

UnNerS赴ies try to find good high scho01

athletes.

They gNe them money to study attheir

UnNersity.

They wantthem to win for 仙eirteams.

Some university athletes go in加 Professional

Sports lat引. others go on to the olympics

如 Play fortheir countN.

^ Can't enoughtooto

英文^
ホワイト氏: A portable computer goes

anywhere.But you can't carry a

Printer!

And 詮S keyboard is less easy to use.

吐's too smaⅡ.耽's not powerful

enough for some 仙ings.

AISO, a low battery means you
Can t use 詫.

Iest

総合テスト第3回 94.・ 95ページ

■(1) buy, computer

(2)メール[Eメール],インターネット(3)ウ

(英文)省略

全訳

ジェーン:ホワイトさん,コンビュータを買いたいの

ですが,何がいちぱんいいでしょうか?

ホワイト氏:それはあなたがどんなものを必要としてい

るかによりますね。あなたがそれを使う目

的は何ですか。

おもに電子メールの交換とインターネットジェーン

へのアクセスに使います。

ホワイト氏:プリンターをつけたデスクトップのコンビ

ユータが家庭ではいいでしょうでもそれ

は持ち述ぴできるコンピュータほど便利で

はありません。

あなたにはどちらのタイプがいいのでしょ

うね?

私たちの劾矢は今テ'スクトップを持ってい

ます。ですから自分用には持ち運びできる

のがいいのです。

それがいちぱんいいだろうね!あなたと

・「緒に店に行きましょう。いちばん小さく

て,もっとも値段力焚くて,いちばん1斐に

立つのを見つけましょう。

すばらしいわ!本当にありがとうござい

ます,ホワイトさん。

全訳

大学は高校生のすぐれた運動選手を見つけ出そうと

します。

大学は自分の大学で学ぶお金を彼らに与えます。

彼らに自分たちのチームのために勝ってほしいのです。

大学生の運動選下の中にはのちにプロのスポーツに

入るものもいれぱ,オリンビックに進出して自分の

国のためにプレーするものもいます。

回(1)イ(2)too,1iving
つながる音に注意!

After gradua血g, many people forgeLabout
Sports.

They gettoo busy making a living.

' And they just sit at home and watch games
On TV.

英文^
After graduating, many people forget ah0Ⅱt

Sports.

They don't have "me 如 Spend on SⅡCh things

anymore.

They get 如o busy making a lNing.

Their goalis to live " the good 1話e."

And they just S託 at home and watch games
On TV.

全訳

卒業後には多くの人はスポーツのことを忘れます。

もうそんなことに費やす時問はないのです

生計を立てるのにあまりにも忙しくなるのです。

彼らの目標は「いい生活」をすることにあるのです。

そういうわけで,彼らはただ家にいてすわってテレビ

で試合を見るのです。

ホワイト氏

ジェ^ン
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回

全訳

ホワイト氏

全訳

ホワイト氏:持ち運びできるコンピュータはどこでも使

えます。でもプリンターを持ち運ぶことは

できません。

それとキーボードは使い勝手が劣ります。

小さすぎるのですある用途によっては力

不足になる場合もあります。

また,低いバッテリーは,あなたがそれを

使えないということを意味します(バッテ

リーカ欝ちてくると使うことができなくな

ります)。

回(1)ア(2)イ

(3)小さく値段が安く役に立つ

つながる音に注意!

So l can geLa portable of my own!

英文^
ホワイト氏: which type is betterfor you?

ジェーン: ourfamily has a desktop now.

So l can get a portable of my own!

ホワイト氏: That's the best way!"1 go t0 仙e

Store W託h you. we'Ⅱ"nd

the sma11est,1east expensNe,
most useful one.

ジェーン: That'swonderful! Thank you so

mⅡCh, Mr. wh龍e!

ジェ^ン
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