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Unit 11 Part 2

体験したことを伝えよう

教科書１１８ページ

【１】新しい単語 New Words
captain キャプトゥン ○・ キャプテン

came ケイム ○ come の過去形
injure インジャー ○・ ～を傷つける

leg レッグ ○ 足

went ウェント ○ go の過去形
said セド ○ say の過去形
say セイ ○ 言う

trophy トゥロフィー ○・ 優勝記念品、トロフィー

got ガット ○ get の過去形
come to ～ ケイムトゥー ～に来る

【２】本文の訳

Practice, Practice, Practice 練習、練習、練習

Our soccer team has a good captain. ぼくたちのサッカーのチームにはすばらしいキャプテンがいます。

He came to school early and practiced very hard.
彼は朝早く登校して、とても熱心に練習していました。

But he injured his leg. しかし、彼は足を負傷しました。

We went to the hospital and talked with him.
ぼくたちは病院に行って彼と話しました。

He said, "Practice hard, and we can get the trophy.
彼は「一生懸命練習しなさい。そうすれば優勝トロフィーを手に入れることができる。

We're a great team." ぼくたちはすばらしいチームなんだ。」と言いました。

We practiced, practiced, practiced, and got the trophy.
ぼくたちは練習して、練習して、練習して、トロフィーを手にしました。

【３】本文の読み方（カタカナ）

Practice, Practice, Practice
プラクティス

Our soccer team has a good captain.
アウア ティーム ハズ ア キャプトゥン
He came to school early and practiced very hard.

ケイム アーリー ベリ ハード

But he injured his leg. We went to the hospital and talked with him.
インジャード レッグ ウエン トゥー ダ ホスピタル トークト ウイズ

He said, "Practice hard, and we can get the trophy. We're a great team."
セッド ハード ウイー ゲット ダ トゥロフィー ウイアー グレイト ティーム

We practiced, practiced, practiced, and got the trophy.
ゴット
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Practice, Practice, Practice
Our soccer team has a good captain.  He came 

to school early and practiced very hard.  But he 
injured his leg.

We went to the hospital and talked with him.  
He said, “Practice hard, and we can get the trophy.  
We’re a great team.”  We practiced, practiced, 
practiced, and got the trophy.

teem have come
arely

haspital tolked he.
seid,

get

goed
got

True or False
1 The captain of Kota’s team came to school early.
2 Kota injured his leg.
3 Kota’s team got the trophy.

Questions and Answers
1 What did the captain injure? 
2 Where did Kota and his teammates go to see the 

captain? 
3 What did they do after they talked with the captain?
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【４】＜単語の復習＞まずは 印の語を覚えよう。★

(1) come の過去形 ( ) (2) 早く ( )★ ★

(3) 練習する ( ) (4) 熱心に ( )★ ★

(5) 足 ( ) (6) go の過去形 ( )★

(7) 病院 ( ) (8) ～と話す(2) ( )★ ★

(9) talk の過去形 ( ) (10) 言う ( )★ ★

(11) say の過去形 ( ) (12) 手に入れる ( )★ ★

(13) get の過去形 ( )★

(14) come の過去形 ( ) (15) 早く ( )★ ★

(16) 練習する ( ) (17) 熱心に ( )★ ★

(18) 足 ( ) (19) go の過去形 ( )★

(20) 病院 ( ) (21) ～と話す(2) ( )★ ★

(22) talk の過去形 ( ) (23) 言う ( )★ ★

(24) say の過去形 ( ) (25) 手に入れる ( )★ ★

(26) get の過去形 ( )★

【５】教科書でチェックしよう。

(1) 練習、練習、練習

Practice, Practice, Practice
(2) 私たちのサッカーチームにはすばらしいキャプテンがいます。

( ) soccer team ( ) a good captain.

(3) 彼は早く学校に来てとても熱心に練習していました。

He ( ) to school ( ) and practice very ( ).
(4) しかし、彼は足をけがしました。

But he injured his leg.

(5) ぼくたちは病院に行って彼と話しました。

We ( ) to the ( ) and ( ) with him.
(6) 彼は「一生懸命練習しなさい。そうすれば優勝トロフィーを手にすることができますよ。ぼくた

ちはすごいチームだ。」と言いました。

He ( ), "Practice hard, and we can get the trophy. We're a
great team."
(7) ぼくたちは練習して、練習して、練習して、トロフィーを手にしました。

We practiced, practiced, practiced, and ( ) the trophy.


