
P16,17 

単語 

(1)clean =掃除する 

(2)room =部屋 

(3)library =図書館 

(4)borrow =借りる 

(5)exciting =わくわくした 

(6)river =川 

(7)caught =catch の過去形 

←catch =捕まえる 

(8)gave =give の過去形 

←give =与える 

(9)go …ing =～しに行く 

 

本文訳 

①4月 28日 土曜日 

②私は午前中に部屋の掃除をしました。 

③昼食後、図書館へいき、そして数冊の本を借りました。 

④午後は、テレビでサッカーの試合を見ました。 

⑤それはわくわくしました。 

⑥4月 29日 日曜日 

⑦私は友達と緑川に釣りをしに行きました。 

⑧私たちはたくさんの魚を捕まえました。 

⑨ほかの人もそこで釣りをしていました。 

⑩私たちは彼らに数匹の魚をあげました。 

⑪私たちは楽しい時間を過ごしました。 

 

Starting Out 

P18,19 

単語 

(1)trip =旅行 

(2)the U.K. =イギリス 

(3)plan =計画 

(4)holiday =休日 

(5)next =次の 

(6)anything =なにか 

 

 

 

 

 

 

本文訳 

①やぁ、ディーパ。 

②あなたの休日の予定はなんですか？ 

③私は来週イギリスを訪れるつもりです。 

④姉と私はたくさんのものを見に行くつもりです。 

⑤イギリスから何かほしいですか？ 

⑥光太 

 

P20, 21 

(1)officer =係員 

(2)passport =パスポート 

(3)purpose =目的 

(4)sightseeing =観光 

(5)long =長い 

(6)stay =滞在 

(7)How long …? =どのくらい 

 

本文訳 

①私にパスポートを見せてください。 

②もちろんです。はいどうぞ。 

③あなたの訪問の目的はなんですか？ 

④観光です。 

⑤どのくらい滞在するつもりですか？ 

⑥5日間です。 

⑦どこに滞在するつもりですか？ 

⑧ロンドンの姉の家です。 

⑨わかりました。滞在を楽しんでください。 

⑩ありがとう。 

 

P22, 23 

単語 

(1)clock =時計 

(2)tower =塔 

(3)beside =そばに 

(4)maybe =たぶん 

(5)builder =建築士 

(6)ride =乗る 

(7)meter =メートル 

(8)tall =高さが～ 

(9)view =眺め 

(10)top =頂上 

(11)come from =～に由来する 



本文訳 

①テムズ川のそばのあの時計塔を見て。 

②それは築約 150年です。 

③たくさんの人がそれをビッグベンと呼びます。 

④おそらく、その名前は建築士のベンジャミン・ホールに由来

しています。 

⑤彼はとても大きな男です。 

⑥今、私たちはあの大きな観覧車に乗るつもりです。 

⑦それは築約 20年です。 

⑧人々はそれをロンドンアイと呼びます。 

⑨それは高さが 135 メートルです。 

⑩私たちはその頂上から素晴らしい眺めを見ることができま

す。 

⑪ロンドンでは、私たちは古い建物と新しい建物の両方を

見ることができます。 

⑫それは本当に面白いです。 

 

P24, 25 

単語 

(1)train =電車 

(2)dining hall =食堂 

(3)remember =覚えている 

(4)scene =シーン 

(5)real =本当の 

(6)amazing =驚いたような 

(7)world =世界 

(8)full =いっぱい 

(9)be full of =～でいっぱい 

 

本文訳 

①絵美と私は今オックスフォード大学にいます。 

②電車でロンドンからオックスフォードまで約一時間かかりま

した。 

③見て。これは食堂です。 

④おそらく、あなたはそれをハリーポッターの映画で知ってい

ます。 

⑤私はそれらが大好きです。だから私は多くのシーンのこの

ホールを覚えています。 

⑥今私は本当のものを見ています。 

⑦それは驚きです。 

⑧私たちは旅行でとてもたくさんのものを見ることができます。 

⑨世界は面白い場所でいっぱいです。  

P28,29 

単語 

(1)may =～かもしれない 

(2)favor =親切な行為 

(3)could =丁寧な依頼 

(4)cheese =はい、チーズ 

(5)another =もう一つの 

(6)problem =問題 

(7)ask…a favor =～に質問する 

(8)All right. =もちろん 

(9)No problem. =問題ないです 

 

本文訳 

①すみません。お願いをしてもいいですか？ 

②もちろんです。 

③私たちの写真を撮ってくださいませんか？ 

④大丈夫です。はい、チーズ。 

⑤もう一枚撮ってくださいませんか？ 

⑥問題ないです。 

 

Starting Out 

P32,33 

単語 

(1)career =職業 

(2)forget =忘れる 

(3)wash =洗う 

(4)mirror =鏡 

(5)appearance =外見 

(6)greet =～にあいさつする 

(7)customer =客 

(8)smile =ほほえみ 

(9)job =仕事 

(10)with a smile =にっこりわらって 

 

本文訳 

①忘れないで 

②正しいやり方で手を洗う 

③外見を確認するために鏡を見る 

④客を歓迎するために笑顔であいさつする 

⑤私はレストランでの仕事について学ぶためにここにいます。 

 

 



P34,35 

単語 

(1)chef =シェフ 

(2)tired =疲れた 

(3)whole =全体 

(4)newspaper =新聞 

(5)company =会社 

(6)journalist =ジャーナリスト 

(7)sound(s) =～に聞こえる 

(8)hear =聞く 

(9)Sounds… =～に聞こえる 

(10)hear about =～について聞く 

 

本文訳 

①ディーパ、あなたは職業体験日にどこに行きましたか 

②私はイタリアンレストランに行きました。 

③私はシェフになりたいです。 

④わぁ、どうだった？ 

⑤面白かったですが疲れました。 

⑥私は全部のメニューを覚えようとしましたが、できませんで

した。 

⑦なるほど。私は新聞社に行きました。 

⑧私はジャーナリストになりたいです。 

⑨面白そうですね。私はそれについて聞きたいです。 

 

P36,37 

単語 

(1)around =まわり 

(2)office =オフィス 

(3)interview =インタビュー 

(4)told =tell の過去形 

←tell =話す 

(5)important =重要な 

(6)everywhere =どこでも 

(7)need =必要とする 

(8)news =ニュース 

(9)future =将来 

(10)take … out =～を連れ出す 

 

本文訳 

①光太と私は職業体験日に新聞社に行きました。 

②ジャーナリストの鈴木さんは私たちにオフィスの周りを見せ

てくれました。 

③それから彼は私たちをサッカー選手のインタビューに連れ

出してくれました。 

④鈴木さんは私たちに言いました。 

⑤「新聞はあらゆる場所の人々に大切です 

⑥私たちは毎日ニュースを報告することが必要です。 

⑦私たちはするべきことがたくさんあります。 

⑧いま私は毎朝新聞を読んでいます。 

⑨将来のために、私は学ぶべきことがたくさんあります。 

 

P38,39 

単語 

(1)stadium =スタジアム 

(2)abroad =海外に 

(3)advice =助言 

(4)along =～に沿って 

(5)teammate(s) =チームメイト 

(6)break =破る 

(7)barrier =障壁 

(8)experience =経験 

(9)heart =心 

(10)impress(ed) =感動させる 

(11)ask … for ～ =～を…に求める 

 

本文訳 

①私は宮間あやさんにインタビューするためにサッカースタジ

アムに行きました。 

②ジャーナリストの鈴木さんが私たちをそこまで連れていきま

した。 

③宮間さんはアメリカのいくつかのチームでプレーしました。 

④私も将来海外でサッカーをしたいです。 

⑤だから私は彼女に助言を求めました。 

⑥彼女は言いました。 

⑦「あなたはチームメイトと仲良くする必要があります。 

⑧あなたは言語の壁を破る必要があります。 

⑨たくさんの経験を得なさい。 

⑩それはあなたの心次第です。」 

⑪彼女の伝言は私を感動させました。 

⑫海外でプレーすることは簡単ではありませんが、私は本当

に挑戦したいです。 

 

 


