
中２New Horizon 日本語訳 諏訪アカデミー

Unit0
第１段落 2週間前、家族と一緒に福井に行きました。

これは恐竜博物館での写真です。博物館には９時半に到着しました。
多くの人がティラノサウルスを見ていました。
その後、僕らはその博物館の近くで化石発掘をしてみました。
僕は動物や植物の化石を見つけました。とても楽しかったです。

第２段落 福井には美味しいレストランが多くあります。僕らは昼に越前そばを食べました。
とても美味しかったです。僕らは素晴らしい時間を過ごしました。

Unit1-1
やっほー、ジョシュ。
あのね？
私ゴールデンウィークにシンガポールへいく予定なの。
初めての海外旅行なんだよ。
とってもワクワクしてる。
私のおばさんとその旦那さんのところへ泊まるの。
二人が案内してくれるんだよ。
君は？
何かゴールデンウイークの予定はある？

Unit1-2
あさみ： 今日は何をする予定ですか？
叔父： まず、マーライオン公園へ行く予定だよ。
あさみ： その公園はここから遠いですか？
叔父： いいや、遠くない。すぐにマーライオンを見られるよ。
あさみ： 待ちきれない。
叔父 その後、お昼を食べる予定だよ。

何を食べたい？シーフードかチキンライスか。
あさみ： シーフードが食べたいです。
叔父： OK。予約をしておくね。

Unit1-3
第一段落 やっほー、ジョシュ。見て。私たちは今マーライオン公園にいるの。

マーライオンを見せてあげるね。シンガポールのシンボルなんだよ。
Merは海って意味なの。マーライオンは魚の体とライオンの頭を持っているんだよ。
高さは8.6メートルで重さは70トンあるの。たくさんの人たちが写真を撮っているわ。
公園の近くには何軒かお土産屋さんもあるの。みんなにお土産買ったよ。
ジョシュにはマーライオンクッキーをあげるね。

第二段落 あのフェリスウィール(っていう観覧車)見える？お昼ご飯の後、私たちはあれに乗る予定だよ。

Unit1-4
やっほー、メグ。

第一段落 今日私たちはマーライオン公園に行って、フェリスウィールに乗ったよ。
みんな、それをシンガポールフライヤーって呼んでるの。165メートルの高さまで上がるんだよ。
怖かったけど、楽しかった。

第二段落 買い物にも行ったの。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのお金には４つの言語が書かれているのを見つけたよ。
それは、マレー語、中国語、タミル語、英語。
シンガポールの人たちはいろんな言語を話すんだよ。
おじさんはタミル語と英語を話すから、私は彼とコミュニケーションが取れるの。

第三段落 海外旅行はとっても面白いわ。いろんな言語や文化を体験することができるの。
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Let’s Talk１
宿泊客： すみません。私の部屋に問題があるんですが。
フロント係： そうですか。どんな問題でしょうか？
宿泊客： エアコンが動かないんです。調べていただけませんか？
フロント係： もちろんでございます、すぐに調べますね。ご不便をおかけして申し訳ございません。
宿泊客： ありがとうございます。

Unit2-1
僕は料理をするのが好きです。TVを見ていると、多くの興味深い料理を見られます。
日本にはたくさんの種類のカレー料理があります：
カレーライス、カレーピラフ、カレー麺、カレーパンまでも。
フィリピンにいた時はカレーパンなんて一度も聞いたことがありませんでした。面白いです。

Unit2-2
あさみ： 私の家の近くに美味しいカレーレストランがあるの。
ジョシュ： ほんと？いつか行きたいな。
あさみ： 今週の日曜日にメグとカイトが行くんだって。

もし時間があれば、一緒に行こうよ。
ジョシュ： いいね！カレーピラフを食べたいな。
あさみ： よかった。カレーライスは元々は海外から来たのは知ってるでしょ？
ジョシュ： インドから、だよね？
あさみ： まあ、半分正解かな。
ジョシュ： どういう意味？
あさみ： もう半分に興味があれば、この本を読んでみて。

Unit2-3
第一段落 多くの人たちが、カレーは直接インドから来たと思っています。

でも、本当はイギリスから来たんだって知ってますか？
第二段落 18世紀にインドからイギリスに特別な香辛料(スパイス)が伝わり、カレーが人気となりました。

その後、あるイギリスの会社が販売用のカレー粉を生産しました。
カレーを作るのが簡単になったんです。

第三段落 19世紀にこのカレーが日本に伝わりました。
日本人の料理人がそのカレーに小麦粉を加え、濃くしました。
その料理人たちは大きめに切ったじゃがいも、玉ねぎ、にんじんも加えました。
そしてご飯の上にかけたんです。これが日本の「カレーライス」となりました。

Unit2-4
第一段落 「カレーライス」とは、異なる食文化の融合の一つです。他にも例があります。

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨはｲﾀﾘｱ由来ですが、日本である日本人ｼｪﾌが「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」を作りました。
彼はそれを特別なﾄﾏﾄｿｰｽで作り、ｲﾀﾘｱのﾅﾎﾟﾘにちなんでその料理をﾅﾎﾟﾘﾀﾝと名付けました。

第二段落 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱﾛｰﾙはｱﾒﾘｶから来ました。
そこでは人々が生魚を食べなかったため、寿司は何年間もアメリカで人気がありませんでした。
そこで、日本人シェフたちがアボカドを使ったのです。
また、多くの人が海苔が好きではなかったため、ご飯を外側にして巻いたんです。

第三段落 食は世界中を旅して、それぞれの場所で変化します。とても興味深いことです。

Let`s Talk2
あさみ： すみません。お願いしてもいいですか？
女性： もちろん。
あさみ： 私たちの写真を撮ってもらえますか？
女性： いいですよ。はい、チーズ！
あさみ： もう一枚お願いできますか？ 女性： いいですよ。問題ありません。
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Unit3-1
第一段落 私たちはさまざまなことをするためにコンピューターを使います。私たちは仕事をするため、

学ぶため、そしてコミュニケーションを取るためにそれらを使います。
第二段落 今日(こんにち)、多くのコンピューターがAI(人工知能)を持っています。AIの進歩は私たちの生活を

変えています。いくつかの職業は無くなり、新しいもの(職業)が出現します。
このことは私たちの将来の職業をどう変化させるでしょうか。
私たちはAIの時代にどう向き合うべきなのでしょうか。

Unit3-2
メグ： 見て。私たちの将来の職業についての記事があるよ。
あさみ： 何て書いてあるの？
メグ： いくつかの職業は無くなってしまうと書いてあるわ。
あさみ： 本当？私の夢の、翻訳はどう？
メグ： えっとね・・・わぁ、これを見ると驚くよ。この記事によると、AIが翻訳の仕事をいくつか

奪ってしまうんだって。
あさみ： それを聞いて残念だよ。キャリアデイに翻訳会社へ行くの。
メグ： 多分、そこでアドバイスをもらえるかもね。

Unit3-3
第一段落 友人と私はキャリアデイに翻訳会社へ行きました。そこの翻訳者の一人である田中さんが

彼女の仕事を説明してくださって、私たちはいくつか文章を翻訳しました。
難しかったですが、とても楽しめました。

第二段落 英語は重要であると知っていましたが、他にも勉強すべきことがたくさんあると知りました。
田中さんは「日本語の深い知識もなくてはなりません。言語感覚を育てる必要があるんです。」
とおっしゃってました。

第三段落 彼女は、「私たちが翻訳する物事は多様です。一般的な知識が必要になることもあれば、
特殊な知識が必要になることもあるんです。何かに興味を持ったら、そのことについて
学び続けるべきです。それが将来あなたの強みになる可能性があるんです。」
ともおっしゃっていました。

Unit3-4
第一段落 私は、「もしもAIが外国語を翻訳できるなら、英語を勉強する必要はあるんでしょうか。」と質問

しました。
第二段落 田中さんが（以下のように）説明してくださいました。

AIは文章を素早く翻訳するが、重要なことを見落としてしまう時もある。
また、意味を誤解してしまう場合もある。さらには、筆者の感情を理解するのが苦手である。
これらのことを捉えるのが大切である。人間による注意深いチェックは必要不可欠である。

第三段落 田中さんは、「AIを効率的に使うことが重要です。人は関係を築くために言語を使います。
言語は私たちと異なる文化とをつなぐことが出来ます。AIは大きな助けとなりますが、
なんでも出来るわけではないのです。」とおっしゃっていました。

第四段落 今、英語を勉強する理由が見つかりました。私は言語を通じて人々をつなぐ架け橋に
なりたいのです。
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Let's Write 1

タイトル キャリアデイについて
はじめのあいさつ ヤッホー、ジョシュ。
導入 電話に出られなくてごめんね(；_；)
内容 うん、土曜日はひまだよ。会って、考えを紙にまとめよう。
(感想、伝えたい 午後3時にみどり駅で会える？このメールに自動車会社の写真を何枚か添付してあるよ。
ことなど) 見てみてね。
まとめ(結び) 話せるの楽しみにしてるね。
終わりのあいさつ とりあえず、またね。
署名 太郎

Let's Read 1
① 時間を知りたい時、私たちは時計を見る。現在では非常に簡単に時間を確認することができる。
しかしながら、遠い昔ではそれはそんなに簡単なことではなかった。
時間を把握することには興味深い歴史がある。

② 太古の人々は時間を読むために自然を使っていた。約6,000年前、エジプト人は太陽を使った。
彼らは地面に棒を立て、その影が彼らに時間を教えてくれた。これらは世界初の時計である。

③ 夜間、人々は太陽を使うことが出来なかった。約3,500年前、エジプト人はそれ(太陽)なしで
時間を計測し始めた。彼らは甕(かめ)に水を入れた。その甕には小さな穴が空いていた。
中の水は少しずつ減っていく。甕の中の線が彼らに時間を教えてくれた。

④ 約1,500年前、火を使い始めた人々もいた。例えば、ろうそくを燃やした。
ろうそくは彼らに明かりをもたらし、それらにつけてある線で人々は時間が分かった。

⑤ 約700年前になると、人々は機械の時計を作り始めた。初めはそれらの時計に動力を供給するため
おもりを使っていた。しかしながら、そのおもりは非常に大きく重かったため、それらの時計は
移動するのが困難であった。

⑥ 約500年前、人々は時計を改良していった。動力を供給するためにバネを使った。
バネは小さく軽かった。そのため、人々は時計を簡単に移動することが出来た。
結果として、人々は時計を持ち運ぶようになった。

⑦ 現在、私たちはどこでも時計や腕時計を持っている。これは多くの偉大な発明や多くの人々の
努力の結果である。現在でもなお、時計や腕時計は改良し続けている。

⑧ 実際には、時間というものを目で見ることは出来ないが、古代の人々はそれを認識しようとした。
彼らはそれを計測するためにさまざまなアイデアや技術を使ってきた。
時計や腕時計を見れば、私たちは簡単に時間がわかる。今こそ、古代の人々の知恵を
認識すべき時である。

Unit4-1
ホームステイしている間は、あなたは家族の一員です。ゲストではありません。
その家のルールに従わなくてはなりません。疑問があったら、ホストファミリーに尋ねましょう。
彼らとコミュニケーションを取ることが大切です。英語を話さなくてはなりませんが、
完璧な英語を話す必要はありません。恥ずかしがらずに、ステイを楽しみましょう。

Unit4-2
かいと： 家のルールはありますか？
ｳｨﾙｿﾝさん： あるわよ。6時までに家に帰ること。
かいと： 6時ですか？少し早くないですか？
ｳｨﾙｿﾝさん： そうね、6時に夕食なのよ。
かいと： なるほど。
ｳｨﾙｿﾝさん： それから、もし夜に特別な予定がある場合は一人で行ってはだめ。
かいと： ああ、夜は安全でないのですか？
ｳｨﾙｿﾝさん： そうなの、若い男の子や女の子にとってはそう(安全)ではないわ。
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私がその場所まで連れていって、迎えにも行くからね。
かいと： OK。理解しました。

Unit4-3
しんの場合

昨晩、バスルームを使い終えた後、「シャワー時間長すぎるわよ。10分で終わらせてね。」
とホストマザーに言われました。「なぜそんなに早くしなくてはいけないのですか？
そんなに短い時間では洗い終わることが出来ません。」と僕が彼女に言うと、
「水を節約しなくてはならないからなの。私たちはシャワーを素早くする必要があるのよ。」と
彼女は言いました。
僕はどうすべきでしょうか？

なみの場合
ホストファザーは料理が得意です。みんな彼の夕食を楽しんでいますが、一つ問題があります。
彼は私のお皿に多く盛りすぎるんです。私は全部食べ切ることが出来ません。
彼の気持ちを木津つけたくありません。多く盛られすぎた場合、何と言えばいいのでしょうか？

Unit4-4
第一段落 僕のホストファミリーは高齢のウィルソン夫妻でした。彼らはテレビを見ませんし、

テレビゲームもしません。何もすることがないので、夜は退屈でした。
ある日、ウィルソンさんに「カードゲームか何かをしませんか？」と聞いたんです。
そうしたら、彼女が言葉のゲームを教えてくれました。彼女の趣味の一つなんです。
僕らは夕食後、一緒にゲームをして楽しみました。新しい言葉を学ぶのは楽しかったです。

第二段落 結果として、ホストファミリーと過ごすのは素晴らしい経験でした。
時々お互いのことを理解できないこともありました。しかしながら、僕は英語を話そうとし続け、
彼らはじっくり僕の話を聞いてくれました。ウィルソン夫妻は二人とも非常に親切でした。
近い将来、もう一度彼らのところを訪れたいと思います。

Let's Write2

日付 2022年8月28日
はじめのあいさつ ウィルソンさんへ
導入 お元気ですか？僕は今もう日本に戻っています。
内容 素敵なホームステイをありがとうございました。あなた方と過ごしたことは素晴らしい経験でした。

特に一緒に言葉ゲームをしたことが楽しかったです。
僕は毎日英語の勉強をしています。そして僕らのゲームで出てきた単語を時々使っています。

まとめ(結び) いつかもう一度お会いできるのを楽しみにしています。
終わりのあいさつ お元気で。
署名 かいと


