
中2英語

Unit1 Part1 春休みにしたいこと(P.10)
英文 和文

We're all in the same class this year. 今年は私たちみんな同じクラスなんです。

Yeah. そうなんだ。

Isn't it great? すごいでしょう？

Look! 見て！

Hajin's here. ハジンがいるよ.

Hi! Long time no see. やぁ！久しぶり

Good to see you. 会えてうれしいよ。

How was your trip to Korea? 韓国への旅行はどうだった？

It was great. 最高でしたよ。

I went to Busan. 私は釜山に行った。

I visited my grandparents. 私は祖父母のところにも行ったわ。

What else? 他には？

I saw my friends in Seoul. 私はソウルで友達に会いました。

They were all interested in Japan. 彼らは皆、日本に興味を持っていました。



中2英語

Unit1 Part2 Hajinへの頼み事(P.12)
英文 和文

Hajin is in the library. ハジンは図書館にいます。

There you are! ここにいたのか！

I was looking for you. 私はあなたを探していたんだ。

What were you doing here? ここで何してたんだ？

Oh, I was studying Japanese. あ、私は日本語の勉強をしていたんだ。

Kanji are really hard. 漢字は本当に難しいね。

I know. そうなんだよ。

By the way, the school basketball tournament is next month,right? ところで、来月はバスケの大会があるんでしょ？

That's right. そうなんだよ。

Can you coach the other students in the class? 他の生徒の指導もお願いできますか？

Me? 私が？

Yes, you! そう、君だ！

Sure.What an honor! もちろん、光栄だな！



中2英語

Unit1 Part3 Hajinの日記(P.14)
英文 和文

April 6      Thursday     sunny 4月6日　木曜日　晴れ

It was a good day today. 今日はいい天気だった。

Kota, Tina, Eri, and I are all in the same class. コウタ、ティナ、エリ、そして私は皆同じクラスです。

Everyone liked my gifts from Korea. みんな私の韓国からのお土産を気に入ってくれた。

Awesome! すごい！

After school, I went to the library. 学校の後、私は図書館に行きました。

When I was studying there, Eri came by. そこで私が勉強していると、エリちゃんがやってきました。

She asked me for help. 彼女は私に助けを求めました。

It was about the basketball tournament. それはバスケットボール大会のことだった。

I'm excited about it. 私はその大会に興奮した。



中2英語

Unit1 Goal 日記を書こう(p.16)
英文 和文

A     April 16         Sunday      cloudy Ａ　4月16日　日曜日　曇り

In the morning, I made breakfast by myself. 朝、私は一人で朝食を作った。

It was not good. 上手くいかなかった。

I need some practice. 私は練習が必要だ。

In the afternoon, I went to a movie with Nick. 午後は私はニックと映画を見に行きました。

When I was ordering drinks, Kota and Hajin came and talked to me. 飲み物を注文していたら、コウタとヘジンがやってきて、私に話しかけてきました。

I was really surprised! 私は本当にびっくりしました。

In the evening, We had a video chat with grandma and grandpa. 夕方、私たちはおじいちゃんとおばあちゃんとビデオチャットをしました。

We really enjoyed it. とても楽しかったです。

B April 16 Sunday cloudy B　4月16日　日曜日　雲り

I went to a movie with Hajin this afternoon. 私は今日は午後からヘジンと映画を見に行きました。

We watched Here We Go! 私たちは映画館で「Here We Go!」を見ました。

It was really exciting. とても楽しかったです。

When we were looking for the pamphlet, we saw Tina and Nick. パンフレットを探しているとき、ティナとニックがいました

I was surprised when I saw them. 彼らを見たとき、私はびっくりしました。

We talked about the basketball tournament. 私たちはバスケットボール大会の話をしました。

Hajin and Tina were excited, but I was a little nervous. ヘジンとティナは興奮していましたが、私は少し緊張していました。


