
中2英語

Unit3 Part1 夏休みの予定は？(p.32)

英文 和文

Do you have any plans for the summer,guys? あなたは夏に向けた予定を持っていますか？

I'm going to stay here. 私はここにいるつもりです。

I have a basketball tournament. 私はバスケットのボール大会があります。

I'm going to visit my cousins in Okinawa. 私は沖縄のいとこに会いに行く予定です。

How about you,Tina? ティナはどうですか？

What are you going to do? あなたは何をする予定ですか？

I'm going to stay with my grandparents in New York. 私はニューヨークの祖父母の所に滞在するつもりです。

New York? ニューヨーク？

I'd like to go there someday. 私はいつかそこに行ってみたい

I want to see the Statue of Liberty. 私は自由の女神を見たい。

Why don't you come to New York with me? 私と一緒にニューヨークに行かない？

Are you kidding? うそでしょ？

No,I'm serious. いや、本気だよ。



中2英語

Unit3 Part2 Tinaからのメール(p.34)

英文 和文

Hi,Kota. こんにちは、コウタ。

How are you? お元気ですか？

Are you ready for your trip? あなたは旅行のための準備はできていますか？

Did you finish packing? 荷造りは終わりましたか？

I'm enjoying my time with my grandparents. 私は祖父母との時間を楽しんでいます。

They say hi to you. あなたによろしくと言われたよ。

By the way,when will your flight arrive? ところで、飛行機はいつ到着するの？

We'll meet you at the airport. 私たちは空港で待ってるよ。

Grandpa says it will be a hot summer, so don't forget your hat and sunglasses! 暑い夏になるから、帽子とサングラスを忘れないでって、おじいちゃんが言ってたよ。

Take care, Tina 元気でね、ティナ。



中2英語

Unit3 Part3 初めての一人旅(p.36)

英文 和文

Passengers flying on COL101 to New York, please go to Gate 33 for boarding. ＣOL101便でニューヨークへご出発のお客様は、 33番ゲート出ご搭乗ください。

At the airport in New York: ニューヨークの空港にて

Welcome to the Big Apple! ビッグ・アップルへようこそ！

I'm in New York! 私はニューヨークにいます

I can't believe it. 信じることができません。

I'll put your suitcase in the car,OK? 私がスーツケースを車に積んでおくよ、いいね？

Thank you,Mr.Rios. リオスさん、ありがとうございます。

If you're tired,we can drive straight home. もし疲れているのなら、そのまま車で帰れるよ。

Thanks,but I'm fine. ありがとうございます、でも私は大丈夫です。

If you're hungry,we can go for a pizza on the way home. もしお腹が空いているなら、途中でピザを食べることができます。

That sounds great. それはいいですね。

I'm starving! 腹ペコなんです！



中2英語

Unit3 Goal メールで予定を伝えよう(p.38)

英文 和文

Hi,Tina. こんにちは、ティナ。

Thanks for your e-mail. メールをありがとうございます。

I will finish packing tonight. 私は今夜、荷造りを終えるつもりです。

I will borrow some sunglasses from Hajin. 私はヘジンからサングラスを借りるつもりです。

I want to buy a hat in New York. 私はニューヨークで帽子を買いたいです。

So if you have time,please take me to a clothes shop. だから、もし時間があれば、私を洋服屋さんに連れて行ってください。

My flight will arrive at the airport at 7:40 p.m. 飛行機は19時40分に空港に到着します。

I am going to bring Japanese fans as souvenirs for your grandparents. 私は祖父母へのお土産として日本の扇子を持参するつもりです。

I am really looking forward to seeing you. 私はあなたに会うことが本当に楽しみです。

I can't wait! 私は待つことができません！

See you soon!　　Kota また会いましょう　コウタ

(1)When will Kota finish packing? (1)コウタはいつ荷造りを終えるのでしょうか？

(2)Where does he want to go Tina has time? (2)ティナの時間があるとき、コウタはどこに行きたいですか？

(3)What time will his flight arrive at the airport? (3)彼の飛行機が空港に到着するのは何時ですか？


