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Unit 2 Part 2
近くのものや遠くのものについてたずねよう

教科書３２・３３ページ

【１】新しい単語 New Words

nice ナイス ○ よい、すてきな

picture ピクチャー ○・ 写真、絵

Mt. マウント ○ Mount の略

it イットゥ ○ ［前に出た語句や文の内容を受けて］

それは［が］

an アン ○ １つの、１人の

park パーク ○ 公園

English イングリッシュ ○・ 英語

store ストア ○ 店

Mt. Fuji マウントフジ 富士山

amusement park アミューズメントパーク 遊園地

department store デパートメントストア デパート

【２】本文の訳

This is a nice picture! これはすてきな絵ですね。

Is this Mt. Fuji? これは富士山ですか？

Yes, it is. はい、そうです。

Is that an amusement park? あれは遊園地ですか？

No, it's not. It's a depato. いいえ、ちがいます。それはデパートです。

In English, it's a department store. 英語では a department store ですよ。
Oh! A department store. へえ！ a department store ですか。

【３】本文の読み方（カタカナ）

This is a nice picture!
ディs イz ア ナイス ピクチャー

Is this Mt. Fuji?
イz ディス マウントゥ フジ

Yes, it is.
イエs イトゥ イz

Is that an amusement park?
イz ダタン アミューズメント パーク

No, it's not. It's a depato.
ノウ イツ ナト イツァ デパート

In English, it's a department store.
イン インgリシュ イツァ デパートメント ストア

Oh! A department store.
オウ ア デパートメント ストア
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【４】毎日ノートに全問正解になるまで何度も書こう。

(1) よい、すてきな (2) 絵、写真 (3) それは (4) １つの

(5) 公園 (6) 英語 (7) 店

(8) これはすてきな絵ですね。

(9) これは富士山(Mt. Fuji)ですか？ (10) はい、そうです。

(11) あれは遊園地ですか？

(12) いいえ、ちがいます。

(13) 英語では、それはデパートメントストアです。

解 答
(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

(12)

nice picture it

park

Is this Mt. Fuji? Yes, it is.

an

English store

Is that an amusement park? No, it's not.

In English, it's a department store.

( ), ( ) department ( ).

( ) amusement ( )?

( ) Mt. Fuji?
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Unit 2 Part 2 近くのものや遠くのものについてたずねよう

確認テスト 制限時間 ３分

教科書３２・３３ページ

１年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

【１】次の日本語を英語になおしなさい。

(1) よい、すてきな (2) 絵、写真 (3) それは (4) １つの（母音の前）

(5) 公園 (6) 英語 (7) 店

(8) これはすてきな絵ですね。

(9) これは富士山(Mt. Fuji)ですか？ (10) はい、そうです。

(11) あれは遊園地ですか？

(12) いいえ、ちがいます。

(13) 英語では、それはデパートメント・ストアです。

／１３点

( ), ( ) department ( ).

( ) amusement ( )?

( ) Mt. Fuji?
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