
Unit3 Part1 平和記念公園にて(P.32)

英文 和文

This is the Atomie Bomb Dome. これが原爆ドームです。

The world's first atomic bomb was dropped near here at 8:15 a.m.on August 6,1945. 1945年8月6日午前8時15分、世界初の原子爆弾がこの近くに落とされました。

The dome has been like this for over 70 years. このドームは70年以上前からこのような状態になっています。

It reminds us of the horrors of the atomic bomb. それは私たちに原爆の恐ろしさを思い知らせます。

It's also a reminder of our mission to work for peace. また、それは平和のために働くという私たちの使命を思い起こさせるものでもあります。

Does anyone have any questions? 何か質問ある方はいらっしゃいますか？

How long have you been a peace volunteer? どのくらいの期間平和のボランティアをしていますか？

I've been a volunteer since 2000. 私は2000年からボランティアです。

That's a long time! 長いですね。



Unit3 Part2 西村さんの思い(P.34)

英文 和文

Why did you become a volunteer? あなたはなぜボランティアになったのですか。

When my daughter was a child,she often asked me questions about the peace monuments. 娘が幼い頃、平和のモニュメントについて私によく質問しました。

But I couldn't answer. でも、私は答えられませんでした。

I realized that I didn't know much about the atomic bomb. 私は原爆のことをよく知らないことに気付いたのです。

So I wanted to learn about the bombing. だから、私は原爆のことをよく知りたいと思ったのです。

I was determined to tell people,especially young people,about the tragic events. そして、私はこの悲惨な出来事を、特に若い人たちに伝えようと思いました。

Young people must learn about these events to create a better world. より良い世界を作るために、若い人たちは原爆のことを学ばなければならないのです。

After they return to Honcho: 本町戻った後：

I've been thinking about our trip to Hiroshima. 私は広島に行った時のことをずっと考えていたんです。

Me,too. 私もです。

What can we do to promote peace in the world? 世界の平和を促進するために、私たちにできることは何だろう？



Unit3 Part3 Kotaのレポート(P.36)

英文 和文

Our trip to Hiroshima was a valuable experience for me. 広島への旅は、私にとって貴重な経験になりました。

I learned a lot about the war and the tragic events of August 6,1945. 私は、戦争と1945年8月6日の悲劇的な出来事について多く学びました。

There I met a peace volunteer. そこで私は、平和ボランティアに出会いました。

She guides people around the sites of the atomic bombing. 彼女は原爆の跡地を案内しています。

Though she wasn't a victim of the atomic bomb,she learned about the victims. 彼女は原爆の被害者ではないのですが、被害者について学びました。

The survivors of the atomic bomb are getting older year by year. 原爆の生存者の方々は年々高齢化している。

She thinks we should pass their words on to the next generation. 彼女は、私たちは生存者たちの言葉を次の世代に伝えていかなければならないと考えました。

It's important for us to learn about the past. 私たちにとって過去を学ぶことは大切なことです。

It's also important to think about creating a peaceful world. そして、常に平和な世界を作ることを考えることも大切です。

However,thinking about it is not enough. しかし、考えるだけでは十分でありません。

We must do something to change the world 世界を変えるために、私たちは何かをしなければならないのです。


