
中2英語

Unit4 Part1 どこに行きたい？(p.52)

英文 和文

What do you want to see in New York？ あなたはニューヨークで何を見たいですか？

I want to see the Statue of Liberty. 私は自由の女神像を見たいです。

I also want to see a musical and go to Central Park. 私はミュージカルも見たいし。セントラルパークにも行ってみたい。

OK, let's make a plan. よし、計画を立てよう。

Here's the Statue of Liberty. これが自由の女神です。

It's on Liberty Island. リバティ島にあります。

How do we get there? 私たちはどうやってそこに行くの？

Is there a ferry to the island? 島へのフェリーはありますか？

Yes, there is. はい、あります。

It leaves from Battery Park. バッテリーパークから出ています。

That sounds good! それはいいですね。

Let's check out the theater next. 次は劇場を見てみましょう。

There are a lot of theaters on Broadway. ブロードウェイにはたくさんの劇場があります。

I want to see Aladdin. 私はアラジンを見たいです。



中2英語

Unit4 Part2 自由の女神像の豆知識(p.54)

英文 和文

Look! It's the Statue of Liberty! 見て！自由の女神だよ。

It's 93 meters tall and 225 tons in weight. 高さは93メートル、重さは225トンです。

what is she holding in her right hand? 彼女が右手に持っているものは？

She's holding a torch. 彼女は松明を持っています。

In the past, the torch guided ships at night. 昔、松明は夜に船に誘導するために使われていたんだよ。

How interesthing! 興味深いね。

Tina, show me the leaflet. ティナ、私にリーフレットをみせて。

This tells you the history of the statue. この像の歴史が書かれているわ。



中2英語

Unit4 Part3 ニューヨークって最高！(p.56)

英文 和文

After the musical: ミュージカルの後

That was a great show! 最高のショーでした！

The English was difficult, but I enjoyed it. 英語は難しかったですが、私は楽しめました。

Good. Let's buy Eri this pamphlet. よかった。エリにこのパンフレットを買ってあげよう。

She'll love it. 彼女はきっと喜んでくれるよ。

Sure. そうですね。

New York is amazing. ニューヨークは素晴らしい。

There are so many fun things to do here. ここには楽しいことがたくさんあるわね。

Yes. If you want, you can come back anytime. そうだね、もしあなたが望むなら、いつでも戻ってきていいよ。

You're always welcome here. いつでも歓迎しますよ。

Now you have a place to stay. これで、あなたの居場所ができました。

Thank you, I'll be back. ありがとうございます、また来ます。

Let's get something to eat. さぁ、何か食べましょう。



中2英語

Unit4 Goal ミニ観光プランを考えよう(p.58)

英文 和文

Central Park セントラルパーク

Central Park is a green oasis in the center of New York City. セントラルパークは、ニューヨークの中心にある緑のオアシスです。

It's very big and very popular! それはとても大きくて、とても人気があります。

There are so many things to do there. ここにはすることがたくさんあります。

First of all , it is a wonderful place to enjoy nature. まず第一に、自然を楽しむのに素晴らしい場所です。

All four seasons are beautiful in Central Park. セントラルパークでは、四季折々の美しさを楽しむことができます。

When the weather is nice, you can rent a bicycle and ride around. 天気が良い時は、あなたは自転車を借りてあちこち走り回ることができます。

Also, you can play many kinds of sports, for example, tennis, basketball, and volleyball. また、あなたはテニス、バスケットボール、バレーボールなど、さまざまなスポーツを楽しむことができます。

In winter, there is an ice-skating rink. 冬にはアイススケートリンクがあります。

Central Park is great for art and music lovers, too. セントラルパークは、芸術や音楽が好きな方にもお勧めです。

The Metropolitan Museum of Art is a large art museum. メトロポリタン美術館は大きな美術館です。

If you like music, you can see free concerts at the outdoor theater. もしあなたが音楽を好きならば、野外劇場で無料のコンサートを見ることができます。

There is a famous mosaic at Strawberry Fields. ストロベリー・フィールドには有名なモザイクがあります。

There are many more attractions, such as a zoo, a castle, and horse carriage rides. 他にも動物園やお城、馬車など様々なアトラクションがあります。

If you visit Central Park, you will have a great time! セントラルパークを訪れれば、あなたはきっと楽しい時間を過ごすことができるでしょう。


