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Unit 2 [4]

Read and Think 2
教科書２４・２５ページ

【１】新しい単語 new words
列車、電車 トゥレイン ○ train
ダイニングホール、食堂 ダイニンホール dining hall
～を思い出す、覚えている、忘れない リメンバー ・○・ remember
(劇・映画・小説の)場面 スィーン ○ scene
本当の、現実の リアル ○・ real
驚かせるような、びっくりするような アメイズィン ・○・ amazing
世界 ワールド ○ world
いっぱいの フル ○ full
オックスフォード アクスファード ○・ Oxford
ハリーポッター ハリパター Harry Potter
～でいっぱいの ビーフルオブ be full of

【２】内容読解

Emi and I are at Oxford University now. It took about one hour from
London to Oxford by train.

Look. This is the dining hall. Maybe you know ① it from the Harry Potter
movies. I love ② them. So I remember this hall from many scenes. Now I’m
looking at the real thing. ③ It’s amazing.

We can see so many things in our travels. The world is full of interesting
places.

(1) 下線部①は具体的に何を指しますか、英語で答えなさい。

(2) 下線部②は具体的には何を指しますか、英語で答えなさい。

(3) 下線部③で、「そのことってびっくりですよね。」と言っていますが、なぜそのように言ったので

すか、日本語で説明しなさい。

【３】内容読解の手がかり

Emi and I are at Oxford University now. It took about one hour from
London to Oxford by train. 時間がかかった

Look. This is the dining hall. Maybe you know it from the Harry Potter
movies. I love them. So I remember this hall from many scenes. Now I’m
looking at the real thing. It’s amazing.

実物

We can see so many things in our travels. The world is full of interesting
places. とても多くの
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【４】本文の訳

Emi and I are at Oxford University now. 絵美と光太は今オックスフォード大学にいます。

It took about one hour from London to Oxford ロンドンからオックスフォードまで１時間かかりました

by train. 電車で。

Look. This is the dining hall. 見て。これが食堂です。

Maybe you know it それを知っているかもしれない

from the Harry Potter movies. ハリー・ポッターの映画から。

I love them. ぼくはそれが大好きです。

So I remember this hall from many scenes. だから多くのシーンからこの食堂を思い出します。

Now I’m looking at the real thing. 今ぼくは実物を見ています。

It’s amazing. それってすごいですよね。

We can see so many things in our travels. 旅の中ではとてもたくさんのものを見ることができます。

The world is full of interesting places. 世界はおもしろい場所でいっぱいです。

【５】読み方

Emi and I are at Oxford University now. It took about one hour from London to
アクスファード ユニバースィティ トゥック アウアー ランダン

Oxford by train. Look. This is the dining hall. Maybe you know it
アクスファード バイ トゥレイン ダイニンホール メイビー

from the Harry Potter movies. I love them.
ムービーズ ð エム

So I remember this hall from many scenes. Now I’m looking at the real thing.
リメンバー ð イス ホール メニ スィーンズ ルッキン リアル · イン

It’s amazing.
アメイズィン

We can see so many things in our travels. The world is full of interesting places.
· イングズ トゥラベルズ ワールド フルオブインタレスティンプエイスィズ

【６】True or False
(1) It took about two hours by train from London to Oxford. ( )
(2) Kota is looking at the dining hall. ( )
(3) Kota loves the Harry Potter movies. ( )
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【７】Questions and Answers

Questions Answers

１ Where are Emi and Kota now? They .

２ Does Kota remember this hall in the .
Harry Potter movies?

３ What can we see in our travels? We
.

４ Did Kota and Emi go to Oxford by .
car?

５ How long did it take from London It .
to Oxford?

【８】ペアで行う Questions and Answers

Questions Answers

絵美と光太は今どこにいますか？ 短：At Oxford University.
１ Where are Emi and Kota now? 長：They're at Oxford University.

光太はハリーポッターのこの食堂を思い出し 短：Yes.
２ ますか？ 長：Yes, he does.

Does Kota remember this hall in the
Harry Potter movies?

私たちは旅の中で何を見ることができますか？ 短：Many things.
３ What can we see in our travels? 長：We can see many things.

光太と絵美は車でオックスフォードに行きま 短：No.
４ したか？ 長：No, they didn't. They went

Did Kota and Emi go to Oxford by there by train.
car?

ロンドンからオックスフォードまでどのくら 短：About one hour.
５ いかかりましたか？ 長：It took about one hour.

How long did it take from London
to Oxford?
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【９】Retelling この英文を読んでわかったことをノートに書こう。

【１０】単語の練習 は大切な語です。★

(1) 大学 ( ) (2) (時間が)かかる ( )★

(3) (時間が)かかった ( ) (4) 電車で (2) ( )★ ★

(5) 思い出す ( ) (6) 映画の複数形 ( )★

(7) (劇・映画・小説の)場面 ( ) (8) 現実の ( )

(9) もの ( ) (10) 世界 ( )★

(11) ～でいっぱいの (3) ( )★

【１１】教科書の英語を聞きながら、( )内の単語をうめなさい。

Emi and I ( ) ( ) Oxford University now. ( )

( ) about one ( ) from London to Oxford ( ) ( ).
Look. This is the dining hall. ( ) you know it from the Harry

Potter ( ). I ( ) ( ). So I
( ) this hall from many scenes. Now I'm ( ) ( )
the real ( ). It's amazing.

We can ( ) so ( ) ( ) in our travels.
The world ( ) ( ) ( ) ( ) places.

【１２】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) ロンドンからオックスフォードまで電車でどのくらい時間がかかりますか？

(2) ロンドンからオックスフォードまで電車でどのくらい時間がかかりましたか？

【１３】教科書の英語を聞きながら、( )内の単語をうめなさい。

Emi and I ( ) ( ) Oxford University now. ( )

( ) about one ( ) from London to Oxford ( ) ( ).
Look. This is the dining hall. ( ) you know it from the Harry

Potter ( ). I ( ) ( ). So I
( ) this hall from many scenes. Now I'm ( ) ( )
the real ( ). It's amazing.

We can ( ) so ( ) ( ) in our travels.
The world ( ) ( ) ( ) ( ) places.


