
中2英語

Ｕnit8-1 ミュージカルの演目を決めよう(p.108)
英文 和文

Which musical should we perform? 私たちはどのミュージカルを上演するべきですか？

I want to do Wicked. 私はウィキッドををやりたいです。

Yeah, the songs are nice. うん、曲もいいしね。

How about The Sound of Music? サウンドオブミュージックはどう？

That's good, too. あれもいい。

It's still performed all over the world. それは今でも世界中で上演されているんですよ。

Yeah. The songs were written by Rodgers and Hammerstein. そうだね。その曲はロジャースとハマースタインによって書かれました。

They wrote so many hits. 彼らはたくさんのヒット曲を書いた。

I think “My Favorite Things " is one of their best. 私は",My Favorite Things”が最高傑作だと思います。

Why don’t we choose our favorite songs and scenes from different musicals? いろんなミュージカルの中から好きな曲やシーンを選んでみるのはどう？

That’s a good idea. それはいいアイディアですね。

In any case, we need more people, don' t we? いずれにせよ、私たちはもっと人数が必要ですね。

Let's ask Kota and Hajin. コウタとハジンに頼んでみよう



中2英語

Ｕnit8-2 お願い、助けて！(p.110)
英文 和文

Kota, Hajin, can you helps us？ コウタ、ハジン、手伝ってくれる？

We need more people. 私たちは人手が足りない。

I'm an athlete. 私はアスリートです。

I don't know anything about acting or dancing. 私は演技やダンスは全くわかりません。

Actually, the stage makes me nervous! 実は、舞台は私を緊張させます。

Don't worry. We can practice together. 心配しないでください。私たちは一緒に練習できます。

Kota, can you play the trumpet and dance on the stage? コウタ、トランペットを吹いて、舞台で踊れるかな？

Well, I can try. まぁ、やってみようかな。

Yes, let's try it. うん、やってみよう。

It'll make our perfomance more exciting! それは私たちの演技をもっと楽しくするね。



中2英語

Ｕnit8-3 ミュージカルージカルの特訓(p.112)
英文 和文

Hajin, you blew your lines. ハジン、あなたはセリフが吹っ飛んじゃいましたね。

I know, but when I dance, I forget the words! そうなんだけど、踊るとき私は歌詞を忘れちゃうんだよね。

Kota, the trumpet sounds great, but can you do this? コウタ、トランペットの音はいいんだけど、こんなことできるかな？

I want you to move your trumpet from side to side. 私はあなたにトランペットを左右に動かしてほしいんだ。

It's like a dance. ダンスみたいなもんだ。

That's hard. 難しいな。

Yes, it is. そうだね。

But it'll look great on stage. でも、ステージではとても映えるよ。

OK, from the top, everybody! よし、最初からだ、みんな！

Why is Eri so strict? なぜエリはあんなに厳しいの？

She just wants us to do our best. 彼女はただ私たちに全力を尽くしてほしいだけだよ。

Let's give it our best shot! 全力を尽くそう！



中2英語

Ｕnit8 Goal 「私のお気に入り」を紹介しよう(p.114)
英文 和文

My Favorite Musical 私の好きなミュージカル

I want to introduce my favorite musical Wicked. 私は私の大好きなミュージカル「ウィキッド」を紹介したいと思います。

This musical is based on The Wizard of Oz. このミュージカルは「オズの魔法使い」を題材にしています。

It was first played at a theater in San Francisco in 2003. それは2003年にサンフランシスコの劇場で初演されました。

There are two lead roles in this musical. このミュージカルには主役が2人います。

They are witches. 2人は魔女です。

Their names are Glinda and Elphaba. 2人の名前はグリンダとエルファバです。

They are totally different. この2人は全く違う性格です。

On one hand, Glinda is popular, and she is good at making friends. 一方のグリンダは人気者で、友達を作るのが上手です。

On the other hand, Elphaba is not. 一方の、エルファバはそうではありません。

She is lonely. 彼女彼女は孤独です。

But one day they became friends. でもある日、2人は友達になりました。

When no one believed Elphaba, Glinda was always on her side. 誰もエファルバを信じてくれなかったとき、グリンダはいつもエファルバの味方だったのです。

They trust and understand each other. 2人はお互いを信頼し、理解しあいます。

I think the message behind this story is true. 私はこの物語に込められたメッセージは真実だと思います。

There is always someone on your side. あなたの味方になってくれる人はいつもいます。

This idea makes me happy. この考え方は、私を幸せにしてくれます。


