
単元 No. No. 日本語訳

Unit1 1 The group is loved by many people. 1 そのグループは多くの人々に愛されています。

2 Sign language was used in the musical. 2 手話がそのミュージカルで使われていました。

3 Was sign language used in the musical? 3 手話がそのミュージカルで使われていましたか。

Yes, it was.　　　　No, it was not. はい、使われていました。　いいえ、使われていませんでした。

4 Her song makes me happy. 4 彼女の歌はわたしを幸せにします。

Unit2 5 I live in Japan. 5 私は日本に住んでいます。

6 I have lived in Japan for three years. 6 私は３年間ずっと日本に住んでいます。

7 She has lived in Japan for three years. 7 彼女は３年間ずっと日本に住んでいます。

8 I have lived here for two years. 8 わたしは２年間ずっとここに住んでいます。

9 Have you lived here for two years? 9 あなたは２年間ずっとここに住んでいるのですか。

10 How long have you lived hear?   For two years. 10 あなたはどのくらいここに住んでいるのですか。  ２年間です。

11 These girls are here now. 11 これらの女の子たちは今ここにいます。

12 These girls have been here since three o'clock. 12 これらの女の子たちは３時からずっとここにいます。

Unit3 13 Have you ever heard of "fair trade"? 13 あなたはこれまでに「フェアトレード」について聞いたことがありますか。

Yes, I have. /   No, I have not. I have never heard of it. はいあります。 いいえありません。私は一度も聞いたことがありません。

14 I have just checked the boxes. 14 わたしはちょうど箱をチェックしたところです。

15 Have you checked the boxes yet? 15 あなたはもう箱をチェックしましたか。

16 I am glad to hear that. 16 わたしはそれを聞いてうれしいです。

SP1 17 Would you like to come with me? 17 いっしょに来ませんか。

SP2 18 Would you like some more?  18 もう少しいかがですか。

  Yes, please.  / No, thank you. はい、お願いします。　　　いいえ、結構です。

Unit4 19 I know how to get tickets. 19 わたしはチケットの手に入れ方を知っています。

20 It is difficult for me to explain sumo. 20 わたしにとってすもうを説明するのは難しいです。

21 I want you to check my homework. 21 わたしはあなたにわたしの宿題をチェックしてほしいです。

SP3 22 Could you tell me how to get to Ueda? 22 上田への行き方を教えてくださいませんか。

Unit5 23 This is a food made from cacao beans. 23 これはカカオ豆から作られた食べ物です。

24 The largest animal living on land is the elephant. 24 陸地にすむいちばん大きな動物はゾウです。

25 What do you mean? 25 どういうつもりで言っていますか。

26 I do not know what you mean. 26 わたしはあなたの言っていることがわかりません。

SP4 27 Do you want her to call you back? 27 彼女から電話をかけさせましょうか。

28 Could you tell her to call me back? 28 わたしに電話をくれるように彼女に伝えてくださいませんか。

Unit6 29 I bought a book in the United States. 29 わたしはアメリカ合衆国で本を買いました。

30 This is a book I bought in the United States. 30 これはわたしがアメリカ合衆国で買った本です。

31 Becky is the student who comes from Canada. 31 ベッキーはカナダから来ている生徒です。

32 This is a movie that [which] makes people happy. 32 これは人々を幸せにする映画です。

33 This is the message that [which] he left for us. 33 これは彼がわたしたちに残したメッセージです。
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