
単元 No. No. 日本語訳

Unit1 1 Jenny is a guide dog now. 1 ジェニーは今盲導犬です。

2 Jenny was a guide dog two years ago. 2 ジェニーは２年前盲導犬でした。

3 Was Jenny a guide dog two years ago? 3 ジェニーは２年前盲導犬でしたか。

Yes, she was.    No, she was not. はい、そうでした。　　　いいえ、そうではありませんでした。

4 I am reading a book now. 4 今わたしは本を読んでいます。

5 I was reading a book then. 5 そのときわたしは本を読んでいました。

6 You are happy. 6 あなたは幸せです。

7 You look happy. 7 あなたは幸せそうに見えます。

Unit2 8 I am going to visit Yakushima tomorrow. 8 わたしは明日屋久島を訪れるつもりです。

9 Are you going to visit Yakushima tomorrow? 9 あなたは明日屋久島を訪れるつもりですか。

Yes, I am.          No, I am not. はい、そのつもりです。　　　いいえ、そのつもりではありません。

10 Show me your passport, please. 10 わたしにあなたのパスポートを見せて下さい。

11 People call it Mt.Taranaki. 11 人々はそれをタラナキ山と呼びます。

SP1 12 May I use your pen? 12 あなたのペンを使ってもよいですか。

13 Could you read this letter for me? 13 この手紙をわたしに読んでくださいませんか。

Unit3 14 I joined the English club to speak English a lot. 14 わたしは英語をたくさん話すために英語部に入りました。

15 I want to use English in my future job. 15 わたしは将来の仕事で英語を使いたいです。

16 I have many things to learn. 16 わたしには学ぶべきことがたくさんあります。

Unit4 17 I have to speak English here. 17 わたしはここでは英語を話さなければなりません。

18 I do not have to speak English here. 18 わたしはここでは英語を話さなくてもよいです。

19 I will show you some picture tomorrow. 19 わたしは明日あなたに何枚かの写真を見せます。

20 You must help your mother. 20 あなたはあなたの母を手伝わなければなりません。

21 You must not eat too much. 21 あなたは食べすぎてはいけません。

SP2 22 May I speak to Becky, please? 22 ベッキーをお願いしたいのですが。

Unit5 23 If you are interested, please call us. 23 もし興味があれば、わたしたちに電話をください。

(Please call us if you are interested.)

24 I think (that) I can do something for others. 24 わたしはほかの人のために何かができると思います。

25 We will help you when you have language troubles. 25 言語の問題があるときは、わたしたちが手伝います。

(When you have language troubles, we will help you.)

26 I am for the service because we can help people. 26 人を助けることができるので、わたしはそのサービスに賛成です。

(Because we can help people, I am for the service.)

SP3 27 Which bus goes to City Hall?    Take Bus No.3. 27 どのバスが市役所へ行きますか。 ３番のバスに乗ってください。

Unit6 28 There is a clock in the lobby. 28 ロビーに時計があります。

29 There are two clocks in the lobby. 29 ロビーに２つの時計があります。

30 Is there a book about the song? 30 その歌についての本はありますか。

Yes, there is.      No, there is not. はい、あります。　　　いいえ、

31 People enjoyed talking with the brothers. 31 人々はその兄妹と話すのを楽しみました。

32 Writing songs is his job. 32 歌を作ることは彼の仕事です。

Unit7 33 Astro Boy is older than Doraemon. 33 「鉄腕アトム」は「ドラえもん」よりも古いです。

34 Astro Boy is oldest of all TV anime series. 34 「鉄腕アトム」はすべてのテレビアニメシリーズの中でいちばん古いです。

35 This movie is more interesting than that one. 35 この映画はその映画よりもおもしろいです。

36 This movie is the most interesting this year. 36 この映画は今年いちばんおもしろいです。

37 Becky is my best friend. 37 ベッキーはわたしの親友です。

38 They fly as high as a bird. 38 彼らはトリと同じくらい高く飛びます。

SP4 39 Shall I show you a bigger one? 39 もう少し大きいものを出しましょうか。
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