
中１New Horizon 日本語訳 諏訪アカデミー

Unit1-1
みなさん、こんにちは。
私はマーガレットブラウンです。メグって呼んでください。
オーストラリア出身です。12歳です。
日本食が好きです。寿司は大好きです。
緑茶もよく飲みますよ。

Unit1-2
かいと： 君はシドニー出身なの？
メグ そうだよ。
かいと： じゃあ、ラグビーファン？
メグ： ううん。私はクリケットファンだよ。
かいと： クリケット？君はそれプレーもするの？
メグ： ううん、しない。観戦するだけだよ。
かいと： サッカーはどう？サッカーは好き？
メグ： うん、好きだよ。

Unit1-3
あさみ： バドミントンはプレーする？
メグ： うん、プレーするよ。
あさみ： いいね！私もなの。ねえ、体育館見える？
メグ： うん。
あさみ： そこでバドミントンできるんだよ。
メグ： 素晴らしいわ。
あさみ： 上手だね。
メグ： ありがとう。
あさみ： あ、日本語話すのね。
メグ： うん、少しだけ。

毎日勉強してるけど、漢字は読めないの。

Unit2-1
戸田先生： クック先生、こちらはかいとです。彼は１ーBクラスですよ。

かいと、こちらはクック先生。彼女はアメリカ出身だ。新しい英語の先生だよ。
かいと： こんにちは、クック先生。お会い出来てうれしいです。
クック先生： 私も会えてうれしいわ。

あれは魚の市場？
かいと： 違います。お寿司屋さんです。
クック先生： わお。私、寿司大好きなの。そのお寿司屋さんは人気？
かいと： はい！いつも混んでますよ。

Unit2-2
かいと： これは、僕らの街の地図です。
クック先生： なるほど。

これは何？
かいと： それは「学校」を表す記号です。
クック先生： そう、これは「ピクニックエリア」の記号かしら？
かいと： いいえ。それは「神社」を表しています。
クック先生： そうなの？興味深いわ。

あれは誰かしら？
かいと： ジョシュです。彼はフィリピン出身なんですよ。

おーい、ジョシュ！おはよう！



中１New Horizon 日本語訳 諏訪アカデミー

Unit2-3
あさみ： この辺に住んでいるんですか？
クック先生： そうよ。
あさみ： どうやって学校に来ているんですか？自転車で？
クック先生： いいえ。歩いてきているの。
かいと： 朝ご飯は何を食べますか？
クック先生： たいてい、トースト、フルーツ、ヨーグルトを食べてるわ。君は？
かいと： 僕はご飯と味噌汁を食べます。

卵とソーセージも食べますよ。
クック先生： いいと思うわ！

Unit3-1
メグ： やっほー、ジョシュ。

そのバッグには何が入っているの？
ジョシュ： トランペットだよ。吹奏楽部に入っているからね。
メグ： なるほどねー。

どこで練習するの？
ジョシュ： 音楽室だよ。でも、コンサートの前は体育館で練習する。
メグ： コンサートはいつ？
ジョシュ： 7月5日に緑ホールで開催するよ。
メグ： それはどこ？
ジョシュ： 駅の近くだよ。

Unit3-2
メグ： かいと、調子はどう？
かいと： おー、やあメグ。僕はワクワクしてるんだ。
メグ： なぜ？
かいと： 今日、練習試合があるんだ。
メグ： そうなの？いいね！
かいと： でしょ。試合に勝ちたいんだ。
メグ： あなたはサッカーを一生懸命練習してるよね。
かいと： うん。上手な選手になりたいんだ。
メグ： それだけ？
かいと： えーっと、いつかワールドカップでプレーしたいと思ってるんだ。
メグ： わお。頑張ってね！

Unit3-3
メグ： 練習には何を持っていくの？
あさみ： 自分のラケット、靴、タオルと水筒だよ
メグ： ラケット？何本持ってるの？
あさみ： 私は２本持っているよ。
メグ： わお。

いつ練習するの？
あさみ： 1週間のうち5日間は練習するよ。

火曜日と日曜日は休み。
メグ： なるほど。あの男の人たちは誰？
あさみ： 彼らは私たちのコーチだよ。

金曜日に来てくれているの。
メグ： それはいいね。
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Unit4-1
クック先生： OK、あさみ。あなたの番よ。

前へ来てちょうだい。
あさみ： 私？ああ、無理です。
クック先生： 勇気を出して。
あさみ： すごく緊張しているんです。
クック先生： 心配しないで。

楽しんで。

あさみ： こんにちは。私はさいとうあさみといいます。
デイビッド： こんにちは。僕はデイビッドグリーンです。

調子はどう？
あさみ： 元気、だけど日本は今日暑いの。

ニュージーランドの天気はどう？
デイビッド： こっちは冬だから、少し寒いよ。
あさみ： ああ、そうなんだ。

Unit4-2
あさみ： 今、日本は午前9時だよ。

ニュージーランドは何時？
デイビッド： 正午だよ。
あさみ： わぁ、正午なんだ。お腹空いてる？
デイビッド： ううん。モーニングティーがあるんだ。

だからお腹空いてないよ。

あさみ： 「モーニングティー」って何？
デイビッド： ２時間目の後の短い休み時間のことだよ。

僕らはその休み時間にフルーツとかお菓子を食べるんだ。
あさみ： おもしろいね！

お昼ご飯はいつ食べるの？
デイビッド： (午後)1時だよ。

Unit4-3
かいと： ニュージーランドではどんな動物が見られるの？
エマ： 見られるのは、羊とかキーウィーとか・・・
かいと： キーウィー？キーウィーってフルーツだよね？
エマ： そうだよ、でもキーウィーって鳥でもあるの。

キーウィーフルーツみたいに茶色くて丸いんだよ。
私たちの国の象徴(シンボル)なの。

かいと： なるほどね。

かいと： どんなスポーツが好き？
エマ： 私はネットボールが好き。私ネットボールのチームに入っているの。
かいと： ネットボール？
エマ： バスケットボールみたいなスポーツだよ。
かいと： そうなんだ？僕はサッカーをするんだよ。
エマ： フットボールのこと？
かいと： そう。
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Unit5-1
ジョシュ： この公園はいつも静かなのに、今日はすごく混んでるね！
あさみ： よくここ来るの？
ジョシュ： うん。

池の周りを犬と一緒にジョギングしてるんだ。

ジョシュ： 見て！メグがベンチのそばにいるよ。
あそこ。木の下のベンチ。

あさみ： あ。やっほー、メグ！浴衣いいね。
髪型もいい感じだね。

メグ： ありがとう。
ジョシュ： かいとはどこ？
メグ： ステージの上の人たちを見て。

黒い浴衣を着ているのがかいとだよ。

Unit5-2
あさみ： ジョシュ、ダンス上手だね！
ジョシュ： ありがと。ダンス好きなんだ。

あさみも来なよ。一緒に踊ろう。
あさみ： うーん。私は遠慮しとく。

ダンス上手じゃないから。
ジョシュ： 恥ずかしがるなよ。できるよ！
あさみ： わかった。

ジョシュ： あーお腹すいた。
何か食べようよ。焼きそば食べたいな。

あさみ： いいアイディアだね。私はのどもかわいちゃった。
ジュースが欲しいな。

Unit5-3
昨日、あさみ・ジョシュ・かいとと一緒に夏祭りに行きました。
私たちはそこでダンスを楽しみました。
私は大きなリンゴ飴を食べました。
美味しかったです。
祭りの終わりに、私たちはたくさんの花火を見ました。
素晴らしい時間を過ごしました。

オーストラリアでは、夏は12月から2月です。
私は1月にシドニーフェスティバルに行きました。
つまり、今年私はふたつの夏祭りを楽しんだんです！
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Unit6-1
皆さんこんにちは。この写真を見てください。これは私の兄のたくやです。
彼は20歳です。彼はフィリピンのセブ島に住んでいます。
そこの言語学校で英語を学んでいます。学校で彼はたくさんのアジア人学生に出会います。

たくやは平日に学校へ行き、週末は時々スキューバダイビングを楽しんでいます。
セブ島には多くの美しいビーチがあります。彼は彼の友達とスキューバダイビングに行きます。
彼はセブ島が本当に好きなんです。

Unit6-2
たくやは学校生活や地元の料理、自然、そしてセブ島のいいダイビングスポットのことを
ブログに書いています。
それほど頻繁に書いているわけではありませんが、多くの素晴らしいコメントをもらっています。
彼はブログをとても楽しんでいます。

たくやはたいてい、ブログに写真を載せているのですが、海の中では撮影できません。
彼はウォータープルーフ(水に強い)カメラを持っていないのです。
彼はそれを欲しいなと思っています。彼は本当に美しい海の生物が好きなのです。
ご清聴ありがとうございました。

Unit6-3
あさみ： 何か質問ある人はいますか？
かいと： はい。彼はフィリピン料理は気に入っていますか？
あさみ： はい。彼はシニガンが好きです。酸っぱいスープなんです。
かいと： そうなんですか？デザートは何が好きですか？
あさみ： ハロハロです。パフェです。

アイスクリームとフルーツ、甘い豆、かき氷などの組み合わせがのっています。
かいと： ハロハロはフィリピン語でパフェを意味しているのですか？
あさみ： いいえ。「組合せ(ミックス)」という意味です。
かいと： おもしろいですね！

Let's Talk 1
メグ： ああ、この部屋暑いな。

扇風機つけてもいい？
お父さん： もちろん。問題ないよ。
メグ： お父さん、宿題手伝ってくれない？
お父さん： いいよ。ちょっと待っててね。


