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Unit 1 [3]

Read and Think 1
教科書１０ページ

【１】新しい単語 new words
アメリカ合衆国 the United States ð アユナイティド ステイツ

（小学校・中学校・高校まで通しての）学年 grade グレイドゥ ○

終わる end(s) エンドゥ(ズ) ○

同じ same セイム ○

形おもしろい 名楽しいこと fun ファン ○

（暦の）月 month マン · ○

名ダンスパーティ 動踊る dance ダンス ○

両方 both ボウ · ○

カフェテリア cafeteria キャファティアリア ・・○・

ジュディ［名］ Judy ジュディ ○・

スミス［姓］ Smith スミ · ○

たくさんの、多数の lots of ラッツオブ

～も…も両方 both ～ and … ボウ · アンド

【２】本文の訳

４月２０日午前４時２５分 April 20, 4:25 a.m.
こんにちは。私はアメリカ合衆国のジュディスミスです。Hi. I'm Judy Smith from the United States.
私は７年生です。 I'm in the seventh grade.
私の学校は９月に始まり My school starts in September
６月に終わります。 and ends in June.
それは日本と同じですか？ Is it the same in Japan?
私の学校には楽しい行事がたくさんあります。My school has lots of fun events.
先月はダンスパーティがありました。 Last month, we had a dance.
生徒も先生も両方ともおどりました Both students and teachers danced
その日はカフェテリアで。 in the cafeteria on that day.
楽しかったです。 It was fun!
あなたの学校にはどんな行事がありますか？ What events do you have at your school?

【３】読み方

April 20, 4:25 a.m. Hi. I'm Judy Smith from the United States.
トゥエンティー · フォートゥェンティファイブ

I'm in the seventh grade. My school starts in September and ends in June.
イン ð アセブン · グレイドゥ スターツ セプテンバー エンズ ジューン

Is it the same in Japan? My school has lots of fun events. Last month,
ð ア セイム ハズ ラッツオブ ファン イベンツ ラスト マン ·

we had a dance. Both students and teachers danced in the cafeteria on that day.
ハド ダンス ボウ · ストゥーデンツ ティーチャーズ ダンスト キャファティアリア ð アト デイ

It was fun! What events do you have at your school?
ファン ワット イベンツ ハブ
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【４】解説

April 20, 4:25 a.m.
午前４時２５分

※ 日本の店の表示で PM8:00 などとあるのは間違い。
Hi. I’m Judy Smith from the United States.
I’m in the seventh grade.

７年生で（中学校１年生で）

My school starts in September and ends in June. Is it the same in Japan?
主語が三人称単数 月 the をつけて「同じ」

＜参考＞

on Monday on ＋ 曜日

in June in ＋ 月

on May 10 on ＋ 月日

My school has lots of fun events. Last month, we had a dance.
= a lot of

※ fun はもともと名詞であったが、この fun events（楽しい行事）のように
最近では形容詞のように使われることもあるようである。

Both students and teachers danced in the cafeteria on that day. It was fun!
生徒たちと先生たちの両方 楽しいこと

［訳］楽しかったです！

What events do you have at your school?
どのような行事

【５】本読みの成果を確認しよう。

４月 20, 4:25 a.m.

Hi. I’m Judy Smith from アメリカ合衆国.

I’m ７年生で.

My school ９月に始まる and ９月に終わる. Is it 同じ in Japan?

My school has たくさんの楽しい行事. 先月, we had a dance. 生徒たちも先生も両方

danced in the cafeteria on that day. It 楽しかった! どんな行事 do you have at your
school?
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April 20, 4:25 a.m.

Hi.  I’m Judy Smith from the United 
States.  I’m in the seventh grade.

My school starts in September and ends 
in June.  Is it the same in Japan?

seven

start
seim

My school has lots of fun events.  Last 
month, we had a dance.  Both students 
and teachers danced in the cafeteria on
that day.  It was fun!  What events do 
you have at your school?

have fan
manth, Bosh

in
is
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【６】True or False
(1) Judy goes to school in ( Japan / the United States ).
(2) Judy's school ( ends / starts ) in September.
(3) Judy's school ( has / doesn't have ) many fun events.

【７】Questions and Answers

Questions Answers

１ When does Judy's school end?

２ What event did Judy enjoy last month?

Where did students and teachers dance
３ on that day?

４ Is Judy in the sixth grade now?

５ When does Judy's school start?

Questions Answers

ジュディの学校はいつ終わるか？ 短：In June.
１ When does Judy's school end? 長：It ends in June.

ジュディは先月どんな行事を楽しんだか？ 短：A dance.
２ What event did Judy enjoy last month? 長：She enjoyed a dance.

その日生徒と先生はどこで踊ったか？

３ Where did students and teachers dance 短：In the cafeteria.
on that day? 長：They danced in the cafeteria.

ジュディは今６年生か？ 短：No.
４ Is Judy in the sixth grade now? 長：No, she's not.

She's in the seventh grade.

ジュディの学校はいつ始まるか？ 短：In September.
５ When does Judy's school start? 長：It starts in September.
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中学校２年生の

９月に始まる ６月に

終わる 同じ
たくさんの楽しい
できごと

先月ダンス
パーティーがあった 生徒も先生も両方

その日は 楽しかっ

た！ どんな行事

April 20, 4:25 a.m.

Hi.  I’m Judy Smith from the United 
States.  I’m in the seventh grade.

My school starts in September and ends 
in June.  Is it the same in Japan?

My school has lots of fun events.  Last 
month, we had a dance.  Both students 
and teachers danced in the cafeteria on 
that day.  It was fun!  What events do 
you have at your school?
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【８】《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) ４月２０日午前４時２５分 ( ) 20, 4:25 a.m.
(2) こんにちは。私はアメリカのジュディ・スミスです。

Hi. I'm Judy Smith from the ( ) ( ).
(3) 私は７年生です。

I'm in the ( ) ( ).
(4) 私の学校は９月に始まり、６月に終わります。

My school ( ) ( ) ( )
and ( ) ( ) ( ).

(5) 日本も同じですか？

Is it the ( ) in Japan?
(6) 私の学校にはたくさんのおもしろい行事があります。

My school has ( ) ( ) ( ) events.
(7) 先月はダンスパーティがありました。

Last ( ), we ( ) a ( ).
(8) その日は生徒も先生もカフェテリアでおどりました。

( ) students ( ) teachers danced in the cafeteria on that day.
(9) 楽しかったです。

It ( ) ( ).
(10) あなたの学校にはどんな行事がありますか？

( ) school ( ) do you have at your school?

【１】日本語の意味に合うように( )に適語を入れて英文を完成しなさい。
(1) ４月２０日午前４時２５分 ( ) 20, 4:25 a.m.
(2) こんにちは。私はアメリカのジュディ・スミスです。

Hi. I'm Judy Smith from the ( ) ( ).
(3) 私は７年生です。

I'm in the ( ) ( ).
(4) 私の学校は９月に始まり、６月に終わります。

My school ( ) ( ) ( )
and ( ) ( ) ( ).

(5) 日本も同じですか？

Is it the ( ) in Japan?
(6) 私の学校にはたくさんのおもしろい行事があります。

My school has ( ) ( ) ( ) events.
(7) 先月はダンスパーティがありました。

Last ( ), we ( ) a ( ).
(8) その日は生徒も先生もカフェテリアでおどりました。

( ) students ( ) teachers danced in the cafeteria on that day.
(9) 楽しかったです。

It ( ) ( ).
(10) あなたの学校にはどんな行事がありますか？

( ) school ( ) do you have at your school?
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