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この副読本は次のように構成されています。

① 那珂市の伝統・文化・自然をテーマにした学習

みなさんが住んでいる那珂市内にある 24 の伝統や文化、自
然をとりあげ、それぞれを題材として 24 のlessonが作られ
ています。自分たちのまちのすばらしさを再認識、再発見し、
最終的には、それらのすばらしさを英語で発信することに挑
戦してみましょう。

② 英語表現の習得

24 のlessonでは、基本的コミュニケーション能力を習得す
るため、「コミュニケーションを円滑にする」、「気持ちを伝え
る」、「情報を伝える」、「考えや意図を伝える」、「相手の行動を促
す」、に係わる英語表現を学びます。

③ コミュニケーションと英文法の学習

各lessonにはすべて2つの学習目標、main aimとsecondary 
aim、が設けられています。
一つは上記②で示したコミュニケーション表現を学習すため
の目標(main aim）、もう一つは文構造・文法を学習するため
の目標(secondary aim）です。
たとえば、Lesson 1 は「greetings」と「this / that」、Lesson 2
は「自己紹介」と「現在形」です。

④ 中学校１年生〜３年生までの学習内容に準じた構成

Lesson1からLesson24までの内容は、「易しい」(一年生向き)
から「難しい」(三年生向き)まで順番に並べられています。
この副読本で使われている文・文構造・文法やその配列は、
現行の中学校 1-3 学年の英語科の教科書に準じていますが、
コミュニケーションにおけるの双方向性を高める英語能力を
進歩させるため、英会話の表現や決まり文句も加えてあります。

本書の読み方

※各レッスンで取り上げている伝統や文化、自然に関わる写真や説明文をBasic dialog下に示しています。
※巻末資料に「単語と熟語」をまとめて掲載しています。

Grammar points
キーフレーズや文構造・文法について、活用のしかたや、他の良く使われる語句・表現、文構造・文法上のしくみ
を説明しています。理解を深め、活用できるようにしましょう。

Level up!
キーフレーズや文構造・文法の理解・習得を十分積んだ後、とりあげた伝統や文化、自然についてさらなる理解を
深めるための会話練習に挑戦します。さらに、会話練習では、会話の話題や登場人物を変えるなど自分たちのオリ
ジナルな表現をつくるとコミュニケーション能力を一層伸ばすことができます。

New words
新出語句です。語句や表現が分からないときに参考にしましょう。

Let’s speak!
キーフレーズや、基本ダイアログにでてくる文構造・文法を使った会話練習のための対話文を示します。複数のク
ラスメートと役割を交換し繰り返し練習しましょう。

Basic dialog
冒頭に、１つの伝統や、文化、自然を題材としてとりあげた基本ダイアログを対話形式で配置しています。

Key phrase
基本ダイアログにでてくる「キーフレーズ」を示しています。しっかり覚えましょう。

New wordsKey phrase

Basic dialog

Level up!

Grammar points Let’s speak!

この副読本で学ぶみなさんへ
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甚二郎稲荷神社

この中にキツネが入っています。

(i) fine / great / good / OK / not bad

甚二郎稲荷

　創
そ う け ん

建された年月は知られていません。民話「四匹の狐
きつね

」にもとづく甚二郎狐がまつられてい
ます。
　民話「四匹の狐」は、瓜連地区に残る伝説で、静

し ず

の青木山に住み、他の狐が人間を困らせて
いるのを憂

う れ

いた4匹の狐の物語です。長男の源太郎は瓜連、二男の甚二郎は米崎、三男の紋三
郎は笠間に、四男の四郎介は那珂湊（現在のひたちなか市）に住んで、それぞれが、川、野、山、
海を守り、人々に尊敬された、と伝えられています。
　米崎に祀

ま つ

られた甚二郎は、田畑の開
か い こ ん

墾に力を発揮し、治
ち す い

水や稲作を教えたとされています。 

□ shrine 
 →神社 
□ statue
 →像 
□ fox
 →キツネ 
□ story
 →物語 
□ river
 →川 
□ rice
 →米、ご飯 
□ help
 →助かる、手伝う 
□ know
 →知る、分かる 
□ know a lot about～  
 →～が詳しい 
□ smart
 →賢い、頭のいい 
□ cool
 →かっこいい 
□ not bad
 →悪くない 
□ ～right? 
 →～でしょう？
 　～じゃん？ 
□ great
 →すごい、絶好調  

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)の中から単語を入れ、多くの友だちと
対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： こんにちは。 
B： やあ。元気？  
A： 元気だよ。調子はどう？ 
B： いいよ。
 見て。これは甚二郎稲荷神社だよ。 
A：あれ何？ 
B： 狐だよ。甚二郎という。 
A：かっこいい像だね！ 

「How are you?」や「How are you doing?」は、あいさつで使う
基本表現です。返答は、「I’m fine, thank you.」、もしくは「great」、
「good」、「OK」、「not bad」などです。

（例）「Great, thank you.」や「I’m OK.」

新出語句

日本語訳

A： What’s that? 
B： This is “The Four Foxes”. It’s a very old story. 
B： Is Jinjiro in the story? 
A： Yes, he is. Jinjiro has three brothers, Gentaro, 
 Monjiro and Shirosuke. 
 They help the people in Naka. 
B： Wow! Jinjiro is very smart, right? 
A： Yes. He knows a lot about rivers. 
 He also knows a lot about rice. 

	 お元気ですか？/	ご機嫌いかがですか？/	調子はどう？

How are you?

Hello. 

I’m fine, thank you. How are you doing?  

What’s that?

That’s a cool statue! 

Hi. How are you? 

I’m good, thanks. Look, this is the Jinjiro-inari Shrine. 

It’s a fox. His name 
is Jinjiro. 

他のよく使われる表現というのは
「How’s it going?」や
「What’s up?」などがあります。

「this」は「これ」、「that」は
「それ・ あれ」 という意味ですが、
遠くある物や人を「this」で表したり、

あいさつに
使われる表現を
覚えよう!!

A： How are you? 
B： I’m
A： 

A： What’s this?
B： This is a .
A： What’s that? 
B： That’s a

, thank you. How about you?
, thanks. 

.

1Conversation

Conversation 2

近くにある物や人を「that」で表したりする場合もあります。

(i) fox / dog / cat / shrine / statue 

ここでは、あいさつするときに使うことばを学びます

歴史・文化

Jinjiro-inari Shrine
11 甚二郎稲荷神社

あいさつする
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甚二郎稲荷神社
□ forest
 →森
□ botanical garden(s) 
 →植物園
□ the US 
 →アメリカ合衆国
□ weekend
 →週末
□ nature game 
 →ネイチャーゲーム
□ call
 →呼ぶ
□ live (in)～ 　
 →～（に）住む
□ go (to) 
 →（に・へ）行く
□ look (at)
 →（を）見る
□ listen (to) 
 →（を）聞く・聴く
□ often 
 →よく、しょっちゅう
□ sometimes 
 →時々
□ near～ 
 →～の近く
□ where
 →どこ
□ too
 →も（また）
□ but
 →でも、（だ）けど、
 　が、しかし

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： お名前は何ですか。
B： 渡辺花音です。初めまして。
A： よろしくお願いします。
 寺門悠馬です。
 私のことを悠馬と呼んでください。
B：分かりました。
 悠馬くんはどこに住んでいますか。
A： 県民の森の近くに住んでいます。
B： 本当ですか。
 私も那珂市に住んでいますよ。
 よく県民の森に行っていて、
 木々を見たり、鳥の鳴き声を聞
 いたりしています。

新出語句

日本語訳

A： Hi. 
B： Hello. What’s your name?
B： I’m Ken, but you can call me Ken-chan. 
 What’s your name?
A： My name is John Smith. Please call me John.
B： Where do you live?
A： I live in Mito. How about you?
B： I live in Sugaya. 
A： What do you do at the weekend?
B： I sometimes go to the Prefectural Botanical Gardens.
A： Really? I go to the Botanical Gardens, too.
 I play the nature games there.

	 はじめまして.	/	よろしくお願いします.

Nice to meet you.

What’s your name? 

Nice to meet you, too. 
I’m Yuma Terakado. 
You can call me Yuma.

I live near the Kenmin-no-mori Forest.

My name is Kanon Watanabe. 
Nice to meet you.

OK, Yuma. Where do you live?

Really? I live in Naka City, too. I often go to the forest. 
I look at the trees and listen to the birds.

県植物園、県民の森

　県植物園には、600種、約５万本の植物が生
せ い そ く

息してい
ます。野草園、水生植物園、どんぐり園、岩石園がありま
す。自然に親しむネイチャーゲーム体験ができます。
　県民の森には、コナラ、カシ類、ヤマユリなど約360
種の樹木・山野草を見たり、キジ、アカゲラなど約90種
の野鳥を観察したり、アカマツの自然林の散

さ ん さ く

策、四季折々
の草花や小鳥のさえずりを楽しんだりすることができます。
自然体験ツアーもあります（講師：緑のインタープリター）。

A： My name is . Nice to meet you.
B： Nice to meet you, too. I’m  . 
 You can call me .

1Conversation

A： Where do you live?
B： I live in . How about you?
A： I live in .

Conversation 2

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）

(ii) Ken-chan / Yu / John / Bill / Liz / Tom

(i) Ken Suzuki / Yuka Sato / John Smith / William /
Elizabeth / Thomas

(i) Sugaya / Godai / Urizura / Nukada / Naka City / 
Ibaraki / Japan / the US

英語では日本語と違い、日課的にすることを動詞の原形で表しますので、
「私は毎日学校に通っています。」というのは「I’m going to school 
every day.」で直訳するのではなく、「I go to school every day.」
と言います。

使ってもらいたい呼び方を頼むように、
「You can call me .」や「Please call me .」
（私のことを と呼んでください。）を使います。

ここでは、自己紹介するときに使うことばを学びます

歴史・文化

茨城県植物園森のカルチャーセンター 県民の森

Prefectural Botanical Gardens / 
Kenmin-no-mori Forest 22 県植物園 ／ 県民の森

自己紹介する
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甚二郎稲荷神社
□ high school
 →高校
□ convenience store 
 →コンビニ
□ park
 →公園
□ cedar (tree)
 →杉（の木）
□ stream
 →小川
□ firefly / fireflies 
 →ホタル
□ clothes
 →洋服
□ video games
 →ゲーム
□ (can) see
 →見える
□ buy
 →買う
□ delicious
 →おいしい
□ beautiful
 →きれい、美しい
□ agriculture
 →農業
□ agricultural
 →農業の
□ excuse me
 →すみません
□ by the way
 →ところで、ちなみに

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、AとBになったつもりでペアで練習し
ましょう。 

A： すみません。
 清水洞の上公園はどこですか？ 
 見えないですけど。 
B： 高校が見えますか。 
A： はい、見えます。 
B： 公園は高校の隣で、コンビニの
 近くにあります。 
A： 清水寺はどこですか。 
B： 公園にあります、古い杉の木の
 脇に。 
A： ありがとう。ところで、公園で
 はホタルが見えますか。 
B： 見えますよ。しかも、コンビニ
 で美味しいアイスが買えますよ！ 

場所を表すように、前置詞を使いますが、「by」、「near」、「next to」、
「close to」というのはほぼ同じ意味なので、「隣」、「そば」、「脇」、「近
く」などという意味を表すようにどちらでも使ってもいいと言えます。

新出語句

日本語訳

A： Excuse me, where’s Shimizu Temple?
B： It’s close to Mito Agricultural High School. 
 But you can’t see it from here. 
 It’s behind some trees in Shimizu-dounoue Park,
A： Thank you very much. What can you do at the park?
A： You can walk there. You can also see a stream. 
 The water is very beautiful.
B： Can you see fish, too?
A： Yes, you can. Sometimes the fireflies eat the fish!

	 すみません、公園はどこですか？

Excuse me, where’s the park?

Excuse me, where’s  Shimizu-dounoue Park? I can’t see it.

Yes, I can. 

Where’s Shimizu Temple?

Thank you. By the way, can you see fireflies there?

Can you see the high school?

It’s by the high school, 
near a convenience store.

It’s in the park, next to an old cedar tree.

Yes, you can, and you can buy delicious ice cream at the 
convenience store!

清水洞の上公園

　公園内は、散策活動がしやすいように遊歩道が整備され
ています。地下水がわき出す清水池があり、そこにカワニ
ナの放流をしています。最近はホタルの観察もできるよう
になりました。また、メダカの生息が確認されています。
　公園の一角にある清水寺のスギの木は樹

じ ゅ れ い

齢500年以上
と伝えられています。清水寺は、1697年に建てられま
した。水戸光圀公もこのお寺を大変気に入ったようです。

A： Excuse me, where’s the ?
B： It’s

A： Can you buy 
B： Yes, you can. / No, you can’t.

?at

the .

1Conversation

Conversation 2

(i) shrine / high school / convenience store / park /
cedar tree / station

(i) ice cream / natto / bananas / milk / video games /  
clothes / shoes / books

(ii) by / near / next to / close to / in / behind /
in front of / opposite

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ）（ⅱ）

（ⅱ）

(ii) Aeon / a convenience store / Uniqlo /
Wonder Goo / Keisei / Mito Station

これ以外はよく使われるのが「in」
（中）、「on」（上、置いてある、かけ
てある）、「under」（下）、「behind」
（ 裏 ）、「in front of」（ 前 ）、
「opposite」（反対側）などがあります。

ここでは、道案内に使うことばを学びます

歴史・文化

清水洞の上公園 清水寺の杉

Shimizu-dounoue Park
33  清水洞の上公園

道案内する

清水寺

前置詞は
場所や時や方向を
補う言葉!
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甚二郎稲荷神社
□ leaflet
 →チラシ
□ temple 
 →寺
□ temple festival 
 →縁日
□ souvenir
 →お土産
□ azalea
 →つつじ

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A：文殊院についてのチラシが
 ありますか。
B：あります。どうぞ。
A：ありがとうございます。
B：どういたしまして。４月１７日に
 多くの人が縁日に参加するため、
 文殊院にやってきます。
 お客様は寺の花が大好きですね。
 見て。これはつつじの花です。
 もらってください。
A：ご親切にありがとう。
 花をありがとうございます。
 そして、手伝ってくれてありがとう
 ございました。
B：とんでもないです。

感謝の気持ちを表すように、「Thanks.」、「Thank you.」、「Thank 
you very much.」というのがありますが、その理由を入れて表現するよ
うに、二つの文型があります。
「Thank you for the＋名詞」（「～をありがとう」）と「Thank you 
for＋動詞のing形」（「～してくれてありがとう」）。
例えば、「Thank you for the present.」（「プレゼントをありがと
う。」）、「Thank you for helping me.」（「手伝ってくれてありがと
う。」）。それに対しての言い返し方は「You’re welcome.」（「どういた
しまして」）、「No problem.」（「問題ないよ。」）、「Not at all.」（「と
んでもない。」）、「Don’t mention it.」（「言うまでもない。」）というの
がふさわしいです。

新出語句

日本語訳

A： Do you know about Monjuin Temple?
B： No, I don’t.
A： The temple has a festival every year. 
 It’s very popular. Also, the azaleas are really pretty.
 Here’s a leaflet about the temple.
B： Thanks very much. When’s the festival?
A： It’s on April 17th.
B： Thank you for the leaflet,  and thank you for
 talking to me.
A: No problem.

	 とんでもない.

Not at all.

Do you have a leaflet about Monjuin Temple?

Thank you very much. 

You’re very kind. Thank you for the 
flower, and thank you for helping me.

Yes, I do. Here you are. 

You’re welcome. Many people come here on April 17th 

Not at all.

for the temple festival. They like the flowers very much. 
Look, this is an azalea. It’s for you.

戸村観音文殊院

　1050年頃に創立されたといわれています。代
だ い だ い

々戸村城
主戸村氏の祈

き が ん

願所でした。現在では戸村観音として知られ、
安産・子育ての信仰厚く、毎年4月17日の縁日には近隣か
ら多くの人々が参拝します。
　花の寺としても知られています。境内に若宮八幡宮・大杉
大明神の二社があり、昔の神仏混

こ ん こ う

淆の例です。

A： This is for you.
B： Really? What is it?
A： It’s a  
B： Thank you very much.

.

1Conversation

Conversation 2

A： Thank you for the

A： And thank you for

.

.
B： You’re welcome.

（ⅰ）

（ⅱ）

B： No problem.

（ⅰ）

(i) flowers / chocolates / cookies / cake / present / gift / 
souvenir / food

(ii) helping me / meeting me / talking to me /
listening to me / telling me about Monjuin Temple /
telling me about Magariya

(i) book / CD / DVD / computer game / magazine /
pen / pencil / notebook

ここでは、礼を言うときに使うことばを学びます

歴史・文化

戸村城跡の案内板

Monjuin Temple 
44 文殊院

10 11
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甚二郎稲荷神社
□ family
 →家族
□ house
 →家
□ holly tree  
 →モチノキ
□ study
 →書院
□ visit 
 →訪れる、訪ねる、訪問(する)
□ All right.　
 →「はい。」、「わかりました。」
□ on the way (to)～　
 →～（に）行く途中

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 鈴木家を訪ねるのはどう？
B： よさそうだけど、
 それはなぜ有名なの？
A：徳川光圀の娘が住んでいて、
 光圀も西山荘へ行く途中、
 立ち寄ったからだよ。
 光圀の書院も見てみようか。
 鈴木家は光圀が訪ねるために建てたよ。
B：いい考えだね。
 私は日曜日が空いているよ。
 あなたは？
A：私も空いている。
 鈴木家の近くでは
 とても古い木も見えるよ。
 それは「鈴木家のモチノキ」だ。
B：いいよね。じゃ、また日曜日に。

「good」というのは日本語の「良い」と同じく、たくさんの表現や決ま
り文句に出てきたりして、様々な使う場面があります。

新出語句

日本語訳

A： I want to see the Suzuki House. What about you?
B： Me too. It’s very old, isn’t it?
A： Yes, it is. Do you know about Mitsukuni Tokugawa?
B： No, I don’t. Tell me more.
A： He stayed at the Suzuki House in 1687 and used
 the study there.
B： I see. Did he see the holly tree?  
A： No, he didn’t. The Suzuki Family Holly Tree is
 only 250 years old

	 いい考えですね.

Good idea.

How about visiting the Suzuki House?

Because Mitsukuni Tokugawa’s daughter lived there, and 

Me too. You can also see a very 
old tree near the house. It’s the 
Suzuki Family Holly Tree.

he went there on the way to Seizanso. What about look-
ing at Mitsukuni’s study, too? The Suzuki family built the 
study for Mitsukuni’s visit.

Sounds good, but why is it famous?

Good idea. I’m free on Sunday. How about you?

Great. See you then!

鈴木家宅

　鈴木家は、水戸藩時代庄
し ょ う や

屋を務
つ と

めた旧家であり、光圀が
西山荘への往復途中立ち寄り、その宿泊にも用いたとされ
る書院があります。
　書院は主

お も や

屋などとは別に離れ座敷として建っていて、
1687年光圀が宿泊するために建てられました。書院前
庭の築山に、長い歴史を重ねた風格のある2本のモチノキ
が植えられています。光圀が移植したともいわれています。

A： How about on Sunday?
B： Good idea!

A： What about going to Uchihara Aeon
 this afternoon?
B： .

1Conversation

Conversation 2

(i) visiting the Suzuki House / going to the Suzuki House /
looking at the Suzuki Family Holly Tree /
looking at Mitsukuni’s study / going to Nukada Castle /
looking at the Nukada Castle ruins

(i) Good idea / Great / Sounds good / OK / All right / 
Sure / Yes, let’s / Sorry, I can’t / Sorry, I’m busy

（ⅰ）

（ⅰ）

【1】
【2】
【3】
　
【4】
【5】
【6】
【7】

「Good job.」＝「お疲れさま。」
「Good luck.」＝「頑張って。」
「Good morning.」、「Good night.」など
 ＝ 「おはよう。」、「おやすみ。」など
「Oh, good.」＝「よかった。」
「This is good.」＝「美味しい。」
「Looks good.」＝「いいね。」、「美味しそう。」
「be動詞＋good at～」＝「～が得意・上手」

例

ここでは、承諾するときに使うことばを学びます

歴史・文化

鈴木家のモチノキ案内板

The Suzuki House
55 鈴木家宅

12 13

承諾する



甚二郎稲荷神社
□ Suigun Line
 →水郡線
□ university
 →大学
□ Mitsukuni Tokugawa
 →徳川光圀
□ alcohol
 →お酒
□ politician
 →政治家
□ law
 →法律
□ smoking
 →喫煙
□ no smoking
 →禁煙
□ work
 →働く
□ visit
 →訪れる、訪ねる、訪問(する)
□ start
 →始める、始まる
□ make
 →作る (made 作った)
□ become 
 →なる (became なった)
□ strong
 → 強い
□ young
 → 若い
□ clever → 頭のいい、賢い

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： これは根本正の実家ですよ。
B： 根本正？ 
A： そう。那珂出身でしたよ。
 勤勉な人でした。
B： そうですか。
A： しかも、強い政治家になりましたよ。
B：本当ですか？
A： そうですよ。
 水郡線開通に力を入れましたし。 
 私のヒーローです。
B：すごいですね！

相づちの打ち方が様々ありますが、ここで三つを紹介します。

新出語句

日本語訳

A： Sho Nemoto lived in this house.
B： In this house?
A： Yes. He lived in Naka when he was young. 
B： I see.
A： He was a samurai for Mitsukuni Tokugawa, then 
 he was a university student in America.
B： Really?
A： Yes. He visited many countries around the world. 
 Then he became a politician. 
 He made a no smoking law and a no alcohol law 
 for children.
B： That’s great!

	 そうですか.	/	なるほど.

I see.

This is Sho Nemoto’s house.

Yes. He was from Naka. He worked very hard.

He became a strong politician, too.

Yes, and he started the 
Suigun Line. He’s my hero.

Sho Nemoto?

I see.

Really?

That’s great!

根本	正	(1851ー1933)

　幕末の庄屋の二男、明治・大正時代の
衆
し ゅ う ぎ い ん ぎ い ん

議院議員。未成年者喫
き つ え ん

煙禁止法・未成年者
飲
い ん し ゅ

酒禁止法を提
ていしょう

唱し、成立させました。また、
水郡線開通に力を尽くしました。生家は、五
台地区東木倉にあります。
　最近、根本 正は、那珂市ゆかりの4人の
偉人の一人に選ばれました。

A： This is ’s house.
B： 
A： Yes.  He/She  was very
B： I see.

?
. 

1Conversation

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）

(i) Sho Nemoto / Mitsukuni Tokugawa / Thomas Edison / 
Einstein / Ann Frank / Helen Keller / Osamu Tezuka / 
Hideyo Noguchi / Soseki Natsume / Shikibu Murasaki

(ii) famous / popular / strong / interesting / cool / clever

1) 相手が言ったことを質問として繰り返すこと。

2) 肯定文で同意や同調したりすること。

3) 感情的な発言で反応すること。

A： I like video games. 
B：You like video games?

例

A：Video games are fun.
B：That’s true.

例

A：I have a new video game. 
B：Really?

例

ここでは、相づちを打つことばを学びます

歴史・文化

Nemoto Sho’s house 
66 根本正生家

相づちも
言い回しは様々、
状況や感情で
使いわけよう!

14 15

相づちを打つ



甚二郎稲荷神社
□ monument 
 →記念碑
□ parents
 →親
□ neighbor(s)
 →隣の人、近所の人
□ award 
 →賞
□ classmate(s)
 →同級生、クラスメート
□ speak 
 →話す
□ get
 →もらう・得る
□ work hard
 →勤勉する、励む
□ kind
 →優しい
□ even
 →～ても、～でも、
 　～（で）さえ

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)の中から単語を入れ、多くの友だちと
対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 A： 善重と与重は兄弟でした。 

B： 申し訳ありません。
 聞き取れませんでした。 
A： “善重と与重は兄弟でした”と
 言いました。これは善重と与重
 の顕彰碑です。 
B： 恐れ入ります。
 聞き取れませんでした。 
A： これは彼らの顕彰碑です。
 善重と与重は親に優しかったです。
 近所の人にも優しかったです。
 徳川治保から賞されることでも
 ありました。

相手の言ったことが聞き取れなかったときには、ためらわずに、何度でも
聞き返しましょう。

例えば、「Excuse me?」や「Pardon?」のほか、「Sorry?」、「What 
did you say?」（ な ん て 言 い ました か。）、「Can you say that 
again, please?」（もう一回言ってもらってもいいですか。）などと言い
ます。
注意しないといけないのは繰り返してもらいたいときに「One more, 
please.」（ もう 一 つ くだ さ い。） で は な く、「One more time, 
please.」や「Once more, please.」というのが正しいです。

新出語句

日本語訳

A： Zenju and Yoju were very kind to their mother 
 and father.
B： Pardon?
A： I said, they were kind to their mother and father. 
 They worked very hard and the people in Naka 
 liked them.
B： Can you say that again, please?
A： Sure. The people in Naka liked Zenju and Yoju. 
 Harumori Tokugawa gave them an award.
B： An award? 
A： Yes, an award.

	 申し訳ありません.	/	聞き取れませんでした.

Pardon?

Zenju and Yoju were brothers.

Sorry. I said, they were brothers. This is the Zenju and 

This is their monument. 

Yoju Monument. 

They were very kind to their 
parents and to their neighbors. 
They even got an award from 
Harumori Tokugawa.

Excuse me?

Pardon?

孝子善重、与重顕彰碑

　五台村野中に住んでいた農夫理
り へ い

兵衛には善
ぜんじゅう

重と与
よ じ ゅ う

重の兄弟がおりました。兄
弟は両親の教えを良く守り、苦労をいとわず熱心に仕事に励みました。また自
分たちの生活が苦しいにもかかわらず村人の救済にも力を尽

つ

くしました。この
親子の麗

うるわ

しい情愛が藩に聞こえ、1788年父子三人が藩から表彰されました。
また1790年には6代藩主徳川治

は る も り

保からも賞されました。顕
け ん し ょ う ひ

彰碑は1918年
に建てられました。

A： Zenju and Yoju

.
B： Pardon?
A： I said, they

A： Are you kind to your
B： Yes, I am. / No, I’m not.

1Conversation

Conversation 2

.（ⅰ）

.（ⅰ）

（ⅰ）

(i) were brothers / were from Naka / were very kind / 
got an award / have a monument / were kind to their 
neighbors

(ii) classmates / teachers / friends / brother / sister / 
mother / father / pets

ここでは、聞き直すときに使うことばを学びます

歴史・文化

顕彰碑（けんしょうひ）

The Zenju and Yoju monument
77 孝子善重、与重顕彰碑

16 17

聞き直す



甚二郎稲荷神社
□ swan
 →白鳥
□ farm
 →農場
□ farmer
 →農家
□ sunflower
 →ひまわり
□ reservoir 
 →ため池
□ dragonfly 
 dragonflies 
 →トンボ
□ vegetables
 →野菜
□ fog
 →霧
□ learn (about)
 →学ぶ 
□ useful
 →便利
□ unusual
 →珍しい
□ colorful 
 →カラフル、多色
□ live(in/at)
 →～(に/で)住む、生息する

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)の中から単語を入れ、
多くの友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 七ツため池に行きたいですか。
B：行きたいです。白鳥を見たくて、
 トンボも見たいです。 
 ため池ではトンボがたくさん
 生息しています。
A： 七ツため池はなぜ重要ですか。
B：那珂市の農場は七ツため池から
 たくさんの水をもらうからです。
A： 七ツため池が詳しいですね。
B：そうです。トンボはあまり詳しく
 ないですけど！
 私はもっとトンボのことを
 学びたいです。

「a lot of」、「lots of」、「many」、「much」はどちらも「たくさん」
という意味ですが、使い方が微妙に違いますので、要注意です。
「a lot of」や「lots」は肯定文、否定文、疑問文でも使い、可算名詞
や不可算名詞の前に置いて使うことができます。

新出語句

日本語訳

A： I want to see the dragonflies at Nanatsu Reservoir.    
B： I’d like to see them too. They’re very colorful.
A： Yes, and they’re very unusual as well.
B： How about the swans? 
 Do you want to see them too?
A： Yes. The swans often come to the reservoir. 
 But farmers also use the water. It’s useful for 
 growing rice, and for growing vegetables, too.

	 	白鳥を見たい.

I want to see the swans.

Do you want to go to Nanatsu Reservoir? 

Why is the reservoir important?

You know a lot about Nanatsu 
Reservoir, don’t you?

Yes, I do. I want to see the swans. 

Because the farms in Naka get a lot of water from it.

Yes. But I don’t know much 
about dragonflies! I’d like to 
learn more about them.

I’d like to see the dragonflies, too. Many of them live at 
the reservoir

文洞ため池

　文
ぶ ん ど う

洞ため池または分
ぶ ん ど う

洞ため池ともよばれています。
　ため池は、人工の貯水池のことです。農作物特に米を作るには水は欠か
すことができません。那珂台地には、小

お ば え せ き

場江堰用水路ができるまでは、用
水用としてはため池が唯一のものでした。そのため、多くのため池が作ら
れました。
　コバネアオイトトンボ（絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN)）の生息地として全国的
に有名です。ほかに、アオイトトンボ、アジア糸トンボなど20-30種の
トンボが生息しています。

A： We have a lot of in Naka City.
B： You’re right. We also have lots of .
A： But we don’t have much
 don’t have many .

, and we  

A： I want to go to .
B： Me too.
A： I’d like to go to , too.

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅱ）

（ⅲ）

(i) water / wind / farms / swans / dragonflies /reservoirs

(i) Nanatsu Reservoir / Kami-sugaya / Wonder Goo / 
K’s Denki / Yamada Denki / the Sunflower Festival / 
Tokyo / Okinawa

(ii) snow / rain / fog

(iii) shopping malls / buses / mountains / American people

「many」は肯定文、否定文、疑問文でも使い、可算
名詞の前に置いて使うことができますが、不可算名詞
の前に置いて使ってはいけません。
「much」は原則として、否定文と疑問文で使うこと
ができますが、肯定文で使うのがほとんどありません。
それに、可算名詞の前に置いて使うことができません。

同じ意味の
「たくさん」でも

使い方に
注意!

ここでは、何かをしたいときに使うことばを学びます

歴史・文化

Nanatsu Reservoir 
88 七ツため池

コバネアオイトトンボ

18 19

何かをしたい



甚二郎稲荷神社
□ famous for 
 →で有名
□ pond
 →池
□ homework 
 →宿題
□ history
 →歴史
□ Fukuroda Falls 
 Fukuroda Waterfall
 →袋田の滝
□ wait
 →待つ
□ go out
 →出かける
□ clean
 →洗う、掃除する
□ show (誰々) around (どこどこ) 
 →（誰々に）（どこどこを）案内する
□ busy
 →忙しい、混んでいる
□ nearby
 →近くにある
□ until
 →まで
□ ～you know.
 →～ですよ。～だよ。

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)の中から単語を入れ、多くの友だちと
対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 宮の池について教えてもらえませ
 んか？
B：もちろん。なんで私に手伝って
 もらいたいの？
A： 社会の宿題があって、その問題
 を解かないとだめですね。
 全問答えなくてもいいですけど、
 手伝ってもらってもいいですか？
B：いいよ。宮の池は桜で有名で、
 お寺が近くにある。
 そのお寺は古いよ。
 問題を見せてもらっていい？
A：もちろん。

「Will you…?」も「Can you…?」も、相手に依頼するときに使うこと
ばです。
「Could you…?」も「Would you…?」もまたそう使いますが、「Would 
you…?」、「Could you …?」、「Will you …?」の方が「Can you…?」
よりもていねいな表現になります。
「…していただけませんか？」というニュアンスになります。

新出語句

日本語訳

A： Could you tell me about the temple near Miya Pond?
B： Sure. That’s Fudo-in. It’s about 600 years old.
A： How about the tree next to the temple? 
B： That’s also around 600 years old.
A： Would you show me around?
B： Of course. Come with me.
A： Do I have to pay to see the temple ？
B： No, you don’t have to.

	 いいよ.	/	問題ないよ.

No problem.

Could you tell me about Miya Pond?

I have to answer some questions 

Sure.

about it for my social studies 
homework. You don’t have to 
answer all of the questions, but 
can you help me? 

Of course. Why do you need my help?

No problem. The pond is famous for its cherry blossom, 
and there’s a temple nearby. It’s very old, you know. 
Would you show me the questions?

宮の池

　現在の宮の池は、昔、両
りょうみやどう

宮洞と呼ばれた沼でした。両宮という地名の起こりは両
宮洞のほとりに鹿島宮と八幡宮という２つの宮があったことから生まれました。

A： Could you tell me about ?
B： Of course, but I’m busy now.
 Can you wait until tomorrow?
A： Sure. See you then.

A： I don’t have to today. Let’s go out!
B： Sorry, I’m busy. I have to

1Conversation

Conversation 2

　宮の池公園は、春には、池のほとりに咲き誇るサ
クラを目当てに多くの人々が訪れます。両宮洞の南
西寄りには不

ふ ど う い ん

動院があります。
　不動院は、両宮の神

じ ん ぐ う じ

宮寺として1422年に建立
されました。境内には樹齢約650年といわれるカ
ヤの大木があります。

（ⅰ）

（ⅰ）

(i) Miya Pond / Fudo-in Temple / the history of Naka City / 
the history of Ibaraki / Kairaku Park / Fukuroda Falls

(i) do my homework / study English / clean the house / 
help my mother / go to school / meet a friend / 
call my grandmother / visit my uncle

「can」、「shall」、「will」の過去形が「could」、
「should」、「would」 だとよく定義されますが、
実際は「could」、「should」、「would」はど
ちらも過去のことではなく、未来のことや可能性
のあることを表す場合が多いです。

.（ⅰ）

ここでは、依頼するときに使うことばを学びます

歴史・文化

不動院のカヤ

Miya Pond
99 宮の池

20 21

依頼する



甚二郎稲荷神社
□ doll
 →人形
□ festival 
 →祭
□ doll festival
 →ひな祭り
□ decoration(s)
 →飾り
□ Hitachi Seaside Park
 →ひたち海浜公園
□ thatched roof
 →かやぶき屋根
□ lifestyle
 →生活
□ straw
 →かや、わら
□ Baskin Robbins
 →サーティワンアイスクリーム
□ McDonald’s
 →マクドナルド、マック
□ made of～
 →～で作られている
□ bring
 →連れてくる、持ってくる
□ go ahead
 →どうぞ
□ in the old days
 →昔

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 曲がり屋に行きましょうか。
B： そうしましょう！
A： 今週がお雛祭りです。
 吊しびなを見に行きましょう。
B： いいですね。友達も誘いますか。
A： 誘いますよ。曲がり屋はかやぶ
 き屋根が付いています。友達は
 それが気に入りますよ。
B： よかったです。私も友達を連れて
 行きましょうか。
A： どうぞ、そうしてもいいですよ。

英語のいわゆる「未来形」（「will」や「going to」）は大概「するつもり」
や「する予定」などで訳されますが、「動詞の現在形」という訳し方の方
がふさわしくて、分かりやすいです。

新出語句

日本語訳

A： Shall we look at the doll decorations in Magariya? 
B： Yes, let’s.
A： We can also see the thatched roof. 
A： Thatched roof? What’s that?
B： It’s a roof made of straw. Lots of houses looked like
 Magariya in the old days. When we go there, we’ll 
 learn about the lifestyles of people 150 years ago.
A： My friend is interested in history. I’ll bring her, too.
B： Good idea.

	 曲がり屋に行きましょうか?

Shall we go to Magariya?

Shall we go to Magariya?

It’s the doll festival this week. Let’s look at the doll 

Yes, I will. Magariya has 
a thatched roof. 
They’ll like it a lot.  

decorations there. 

Yes, let’s!

Sounds good. Will you invite some of your friends?

Great. Shall I bring some 
of my friends, too?

曲がり屋

　「曲がり屋」は、一ノ関ため池親水公園内にあり
ます。市内戸崎地区に建てられていた茅

か や ぶ

葺き屋根の
民家（1862年建築）を移築復元したものです。
　母屋から、土間および厩

うまや

が突出し、鉤
か ぎ

の手に曲がっ
ていることから「曲がり屋」と呼ばれています。こ
ちらでは毎年2月ごろから始まる「なかのひなまつ
り」や十五夜のころの「月見の会」など、さまざま
な催しが行われます。

A： Shall we go to Magariya?
B：
A： Good idea.

A： Will you go to tomorrow?
B:  No, I won’t. I’m going to go to

. Shall I bring ?

1Conversation

Conversation 2

(i) Yes, let’s / Sounds good / OK / Great  

(i)

Go ahead.

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅱ）

(ii) a friend / some food / some drinks / my bike /
a camera / some money

（ⅰ） .

Magariya / Ichinoseki Reservoir / 
Hitachi Seaside Park / Uchihara Aeon / Keisei / 
Hawaiians / Baskin Robbins / MacDonald’s

例えば、
「I’ll meet a friend this evening.」は
「私は今夜友達に会うつもりです。」ではなく、
「私は今夜友達に会います。」で、
「I’m going to go to Tokyo tomorrow.」は
「私は明日東京に行く予定だよ。」ではなく、
「私は明日東京に行くよ。」で頭の中で考えたほ
うが間違えにくかったりするようになります。

ここでは、招待するときに使うことばを学びます

歴史・文化

一ノ関ため池親水公園 吊るしびな

Magariya / 
Ichinoseki-tameike-shinsui Park 1010 曲がり屋 ／ 一ノ関ため池親水公園

未来形は
動詞の現在形とし
て訳すとスッキリ
するね
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甚二郎稲荷神社
□ ruins 
 →跡
□ castle
 →城
□ soda
 →炭酸飲料
□ wine
 →ワイン
□ bathroom
 →トイレ、風呂場
□ take part （in）
 →参加する
□ British
 →イギリスの～、イギリス人
□ German
 →ドイツの～、ドイツ人
□ French
 →フランスの～、フランス人
□ Well～
 →じゃあ～、さて～
□ I see. 
 →そうですか、なるほど
□ of course 
 →もちろん

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： お手伝いしましょうか？
B： ありがとう。常福寺のことを
 聞いてもいいですか。 
A： もちろん。
B： 寺はいつ建てられましたか。
A： ほぼ７００年前です。
 毎年の９月２６、２７日に祭りが
 あります。
 瓜連の人々 はほぼ全員が参加し
 ます。案内しましょうか。
B： 優しいですね。

「almost」の使い方が間違えやすいので、ここで説明しておきます。

新出語句

日本語訳

A： Can I tell you about the Urizura Castle ruins?
B： Sure.
A： Well, the ruins are about 700 years old, and 
 almost everyone in Urizura knows about them. 
 But Urizura Castle was only here for about four years. 
B： I see.
A： Can I show you around?
B： You’re very kind. Can you show me around 
 Jofuku Temple, too?
A： Of course.

	 お手伝いしましょうか?

Can I help you?

Can I help you?

Go ahead.

The temple is almost 700 years 
old. There’s a festival every year 
on September 26th and 27th, 
and almost all of the people in  
Urizura take part. 
Can I show you around?

Yes, please. Can I ask some questions about Jofuku Temple?

Thank you. How old is the temple? 

You’re very kind.

常福寺、瓜連城

　常
じょうふく

福寺は、1338年に開
か い ざ ん

山され、1405年に現在の地にうつされ、
佐竹氏、水戸家の庇

ひ ご

護を受けました。現在も旧暦9月26日・27日
には、二十六夜尊とよばれる祭

さ い れ い

礼が行われます。
　瓜連城は、1336年頃に築かれた城ですが、1340年には廃

はいじょう

城と
なりました。現在の瓜

うりづらじゅく

連宿全部が城
じょうかく

郭内にあり、本丸は常福寺の本堂
の位置にありました。　
　城跡内には昔話の四匹の兄弟きつねの長男源太郎きつねの祠

ほこら

があり
ます。

A： Can I help you?
B： You’re very kind. Can I 
A： Sure, go ahead.

A： Almost all people like
don’t they?

B： Yes, they do. They drink it almost every day.

?

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）  ,   （ⅱ）

(i) ask a question / sit down / use the bathroom / 
get a drink / use this computer / eat here

(i) Japanese / American / British / Italian / German / French
(ii) green tea / soda / tea / coffee / beer / wine

１）「almost all＋可算名詞の複数形や不可算名詞」＝「ほとんどの」

Almost all Japanese people like green tea.
ほとんどの日本人は緑茶が好きです。

例

２）「almost every＋可算名詞の単数形」＝「ほとんどの」や「ほぼ」

I play soccer almost every day.
私はほぼ毎日サッカーをやっています。

例

３）「almost＋動詞の過去形」＝「～するところだった」

I almost fell asleep.　私は眠るところでした。例

４）「almost＋時間を表すことば」＝「もうすぐ…になる」

It’s almost 11 o’clock.　もうすぐ１1 時になります。例

ここでは、申し出るときに使うことばを学びます

歴史・文化

源太郎稲荷瓜連城跡（土塁）

Jofuku Temple / Urizura Castle ruins 
1111 常福寺 ／ 瓜連城跡
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甚二郎稲荷神社
□ photo(s) / 
 photograph(s) 
 →写真
□ zoo
 →動物園
□ aquarium
 →水族館
□ show
 →見せる
□ keep 
 →保つ、取っておく、守る
□ break 
 →破る、壊れる、壊す
□ found  
 →find（見つける、見つかる）
 　の過去形

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 私は古徳沼に行きます。一緒に
 行きたいですか。
B： 行きたいです、白鳥を見たいで
 すね。何時に行きますか。
A： 正午ごろ着きます。明日の天気
 は晴れなので、飲み物を持って
 きてください。
B： はい、約束します！
A： よかった。
 古徳城も見せると約束しますよ。

約束するときには「I promise.」(約束します。)や、「I promise to 
+ 動詞の原形」や「I promise I’ll + 動詞の原形」（～することを約束
します） などと言いますが、それ以外の覚えておいたほうがいい表現は
「make a promise」（約束をする）、「keep a promise」（約束を守
る）、「break a promise」（約束を破る）があります。

新出語句

日本語訳

A： Do you want to see Kotoku Pond? I’m going to 
 go there tomorrow.
B： Yes, I do. Why do you want to go?
A： Because winter is the best time to see the swans.
B： The swans?
A： Yes. The first swans came to the pond about fifty 
 years ago. I’m going to take some photos. Can you 
 meet me there at about 8am?
B： Yes, I can. I promise I won’t be late! 

	 約束します！

I promise!

I’m going to go to Kotoku Pond. Do you want to come 

I’m going to arrive at about midday. It’s going to be 

Great. I promise to 
show you Kotoku 
Castle ruins, too.

with me?

sunny tomorrow, so please 
bring some drinks.

Yes, please. I want to see the swans. What time are you 

OK, I promise!

going to go?

古徳沼、古徳城跡

　古徳沼は、関東地方でも有
ゆ う す う

数のオオハクチョウの飛
ひ ら い

来・越
え っ と う

冬池として有名。観察
時期は冬が最適。古徳沼は、もともとは農業用のため池でした。昭和41年に3羽
の白鳥が飛来して以来、年々数が増えたが、平成2年ごろをピークに減少傾向にあ
ります。
　古徳城は、1375年に古徳民部の大

だ い す け

輔義
よ し ず み

純によって築かれましたが、1514年
落城し古徳氏は滅亡しました。

A： I’m going to go to . Do you want to 
come, too?

B： Yes, please. I want to see the .

A： Are you going to
B： Yes, I will. I promise!

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅱ）

(i) Kotoku Pond / Kotoku Castle ruins / Kamine Zoo /
Oarai Aquarium / Ueno Zoo / Tokyo

(i) do your homework / study hard / practice the piano / 
go to baseball practice / visit your grandfather

ネイティヴスピーカーの口語的な英語では「going to」
と「want to」はよく「gonna」と「wanna」で発音
されますので、要注意です。
例えば、「I’m going to go shopping.」が

「I’m gonna go shopping.」になり、
「I want to watch TV.」が「I wanna watch TV.」
になります。

?

ここでは、約束するときに使うことばを学びます

歴史・文化

0

50

100

150

200

250ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
数
（ 

羽
）

昭和４１年 平成 2年 平成 20年昭和４7年 昭和 53年 昭和 59年 平成8年 平成14年

Kotoku Pond / Kotoku Castle ruins 
1212 古徳沼 ／ 古徳城跡

(ii) swans / ruins / elephants / dolphins / pandas / Olympics

古徳城跡(三の郭)
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甚二郎稲荷神社
□ priest
 →神官
□ flood
 →洪水、冠水
□ game
 →試合
□ the Golden Temple 
 →金閣寺
□ move
 →動く、動かす、移る、移す
□ tall
 →高い
□ ～tall
 →～高さ
□ over～
 →～以上

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 三嶋神社は１２００年前に建てら
 れましたね。
B：そう思いますよ。でも、１６世紀
 に那珂台地に移ってきました。
A： 本当ですか。それはなぜですか。
B：久慈川が洪水しました。
A： うわ。
B：海後さきのすけのお父さんが
 三嶋神社に勤めていましたよ。
B：海後さきのすけですか？
 彼は神官でしたね。
A： そうです。神社の近くには大き
 な木がありますよ。その木の樹
 齢は８００年だと思います。

付加疑問詞（英語で「question tags」）は日本語の「～ね」や「～でしょ
う」と同じようによく使われますが、文章に出てくれば書き方が変わらな
いものの、会話の場合は抑揚によって意味が変わります。
抑揚が上がれば、話し手は自分の言っていることが正しいかどうかが分か
らなく、確認を求めるという意味になりますが、抑揚が下がれば、自分が言っ
ていることに自信があり、確認してもらわなくても構わないという意味にな
ります。
要するに、抑揚が上がるのは「～ですかね。」という意味で、下がるのは「～
ですよね。」という意味です。

新出語句

日本語訳

A： A long time ago, Mishima Shrine was next to the 
 Kuji River, wasn’t it?
B： Yes, it was. But after a great flood it moved to the 
 center of Naka.
A： Sakinosuke Kaigo’s father was a priest at the 
 shrine, wasn’t he?
B： Yes, he was. The shrine is also famous for its tree. 
 The tree is about 17 meters tall.
A： Wow. That’s very tall, isn’t it?
B： Yes. It’s very beautiful, too.

	 この神社はとても古いですね.

This shrine is very old, isn’t it?

Mishima Shrine is over 1,200 years old, isn’t it?

Really? Why was that? 

Wow.

Sakinosuke Kaigo? He was a priest, wasn’t he?

Yes, I think so. But it moved to the center of Naka in the 
16th century. 

There was a flood on the Kuji River.

Sakinosuke Kaigo’s father worked there, you know.

Yes, he was. There’s a big tree near the shrine, too.
I think it’s about 800 years old.

三嶋神社

　神社の創
そ う け ん

建は708-715年といわれ久慈川の低地沿いに
ありました。天正年中の久慈川の大洪水後、現在地へ移動、
拝
は い で ん

殿は1906年に改築されました。桜田門外の変、桜田
十八士の一人の海

か い

後
ご

磋
さ

磯
き

之
の

介
す け

は、三嶋神社の神官の四男に生
まれました。
　スダジイ（シイの樹叢。推定樹齢800年、樹高17ｍ、目
通幹周囲9.2ｍ。）の大木があります。

A： is over years old, isn’t it? 
B：  Yes, it is.

A： It’s Thursday today, ?
B： Yes, it is.

B： That’s right. They were playing a game last 
 night,　　　　　　? 

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）

A： So the Giants are going to play a game this 
 afternoon,　　　　　　? 

A： Yes, they were. It’s sunny today, but it was
  raining last night,　　　　　　? 

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅱ）

(i) Mishima Shrine / that tree / Kairaku Park / 
The Golden Temple / Tokyo Tower / Tokyo Sky Tree

(i) isn’t it / isn’t there / wasn’t it / wasn’t there / aren’t 
they / weren’t they / weren’t there

(ii) 1200 / 800 / 600 / 150 / 50 / 3 

ここでは、情報を確認してもらいたいときに使うことばを学びます

歴史・文化

スダジイの大木三嶋神社の案内板

Mishima Shrine
1313 三嶋神社
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甚二郎稲荷神社
□ wall
 →壁
□ castle wall（s）
 →二の丸、三の丸
□ tower
 →塔・本丸
□ shape
 →形
□ city hall 
 →市役所
□ really
 →とても
□ several
 →いくつかの

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 A： 額田城の歴史はとても面白いで

 すよ。
B： 私もそう思います。
 佐竹義直は７００年前額田城を 
 建てたでしょう？
A：そうです。城はとても大きかった
 です。中には本丸があって、
 周りは三の丸がありました。
 額田に行けば、まだ本丸と二の
 丸、三の丸の形が見えますよ。
 那珂市民にとっては大事な場所
 だと思います。
B： 私もそう思います。
 そこにはたくさんの寺と神社も
 ありますね。
A：その通りです。

「東京タワーから富士山が見えますか。」というのは主語がありませんので、
「Can we see Mount Fuji from Tokyo Tower?」と英訳されがち
ですが、 正しい 英 訳は「Can you see Mount Fuji from Tokyo  
Tower?」です。
なぜなら、この「you」は「あなた」ではなく、「不特定した人」という
意味です。したがって、この質問に対して「Yes, we can.」や「Yes, I 
can.」ではなく、「Yes, you can.」と答えるのが正しいです。「Can 
we see Mount Fuji from Tokyo Tower?」などと言えば、会話をし
ている人が実際に東京タワーの上にいると思わせられてしまいます。

新出語句

日本語訳

A： The ruins of Nukada Castle are really interesting.
B： I think so, too. They’re about 700 years old, 
 aren’t they?
A： Yes, they are. The castle had a tall tower inside 
 and strong walls outside. If you come to 
 Nukada you can still see the castle ruins. 
 I think it’s a very interesting place.
B： I agree. The temples and shrines there are also 
 important for the people of Naka City.
A： You’re right.

	 賛成します.	/	私もそう思います.

I agree. / I think so, too.

The history of Nukada Castle is really interesting.

Yes, he did. The castle was very big. It had a tower 

That’s right.

inside and walls outside. If you go to Nukada you can 
still see the shape of the tower and the walls. 
I think it’s a very important place 
for the people of Naka City.

I agree. Yoshinao Satake built it around 700 years ago, 

I think so, too. There are several 

didn’t he?

temples and shrines there, too.

額田城跡

　佐竹氏4代義
よ し し げ

重の第2子義
よ し な お

直は、額田を領して額田氏
を名のり、鎌倉時代の初期（13世紀）に額田城を築きま
した。額田城は、佐竹系・小野崎系と合わせて、335
年続きました。
　現在、初代義直の供

く よ う と う

養塔が鱗
りんしょういん

勝院にあり、城域を示す
堀
ほ り あ と

跡は引
い ん じ ょ う じ

接寺、阿弥陀寺、額田神社周辺にと、城跡は広
範囲におよびます。本丸跡、二の丸跡の形はほぼ完全な
姿で残っています。

A： I think is really .
B： I agree. / I think so, too.

A： Can you see from ?
B： Yes you can. But you can’t see from

.
A： That’s right.

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅱ）

(i) Nukada Castle / Ibaraki / natto / math / 
playing video games / studying English

(ii) interesting / beautiful / delicious / easy / difficult / fun

ここでは、賛成するときに使うことばを学びます

歴史・文化

額田城跡

Nukada Castle ruins
1414 額田城跡

(i) Nukada Castle / Naka City Hall / K’s Denki Stadium / 
Mito Art Tower / Mount Tsukuba / Tokyo Sky Tree /
Mount Fuji / Russia
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甚二郎稲荷神社
□ wheel
 →車輪、輪
□ (festival) float
 →お神輿
□ prefecture
 →都道府県、～県
□ Mitsukuni Mito
 →水戸光圀
□ event
 →行事
□ through～
 →～を通って
□ disagree 
 →反対する
□ made of～ / made from～
 →～で作られている
 　～から作られた
 　～でできている
□unfortunately 
 →残念ながら
□pretty
 →きれい、かわいい
□ relax(ing)
 →のんびりする、いやされる
□parade 
 →パレード

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 A： 私は額田祭りより水戸黄門祭り

 のほうが楽しいと思います。
B： そうは思いません。額田祭りで
 は二つのお神輿と六つの山車が
 見えます。
 それは大きくて、水戸黄門祭り
 の行列より美しいと思いますよ。
A： 本当ですか？
 そうではないと思います。
B： でも、額田祭りは水戸黄門祭り
 より昔からやっていますね。
 初めてなのが１８３３年でした。
A：それはそうですね。
 しかも、水戸より那珂市のほう
 がきれいなので、額田祭りのほ
 うがのんびりできます。

比較級や最上級を作るようには原則として短い形容詞に「～er」や「the 
～est」（例えば、「big / bigger / the biggest」）を付け、長い形容
詞 に「more」 や「the most ～」（ 例 え ば、「beautiful / more 
beautiful / the most beautiful」）を付けますが、どちらでも付けて
もいいという例外の形容詞もあります。

新出語句

日本語訳

A：Every year on June 30th there’s a special event 
 at Kashima-hachiman Shrine.
B： What event is that?
A： People walk through a ’kaya-no-wa’ - it’s a big 
 wheel made of straw. The event has a long 
 history, so I think it’s more interesting than 
 Nukada Festival.
B：I disagree. You can see a lot of beautiful floats 
 at Nukada Festival. The dancing is fun, too!
A：I don’t think so. I think eating festival food is 
 more fun than dancing!

	 そうは思いません.	/	私は反対しています.

I don’t think so. / I disagree.

I think Mito Komon Festival is more exciting than 

Really? I don’t think so!

That’s true. Also, Naka City is prettier than Mito, so Nukada 
festival is more relaxing.

Nukada Festival.

I disagree. At Nukada festival you can see a lot of festival 

But Nukada Festival is older than 

floats. They’re very big, and I think they’re more beautiful 

Mito Komon Festival, too. The 
first Nukada Festival was in 1833.

than the parade at Mito Komon festival.

鹿嶋八幡神社、額田祭り

　額田神社ともいいます。1063年の創立といわれ、
武
たけみかつちのみこと

甕槌命(武の神)と誉
ほ ん だ わ け の み こ と

田別命（すべての産業繁栄の神）
の二人の神を祠っています。
　1694年水戸光圀は、額田の鹿嶋明神社に八幡社
を統合し、額田神社としました。毎年6月30日には、
茅
か や

の輪くぐりの神事が行われます。３年に１度の額田
まつり大祭は、鹿島神・八幡神の御

お み こ し

神輿や６台の山
だ し

車、
踊りなどで、大変なにぎわいになります。

A： I think is more interesting than .
B： I don’t think so. / I disagree.

A： Do you think
?

is more important than

B： Yes, I do. / No, I don’t.

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）

(i) eating / drinking / sleeping / studying / relaxing /
talking to your family / talking to your friends / 
playing sports / playing computer games / shopping

例えば、「friendly / friendlier / more friendly / the 
friendliest / the most friendly」はどちらも正しいです。
「friendly」 以外は「clever」、「quiet」、「simple」 と
いう例外の形容詞もあります。

ここでは、反対するときに使うことばを学びます

歴史・文化

茅の輪くぐり

Kashima-hachiman Shrine / 
Nukada Festival1515 鹿嶋八幡神社 ／ 額田祭り 
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反対する

(i) Naka City / Mito / Tokyo / Oarai / Daigo Town / Ibaraki 
Prefecture / Tochigi Prefecture



甚二郎稲荷神社
□ cherry tree
 →桜の木
□ cherry blossom
 →桜
□ Mount～ / Mt.～
 →～山
□ protect
 →守る
□ then
 →そして、その後
□ another time
 →後で
□ I’m afraid (that)～　
 →申し訳ありませんが～
□ Oh well
 →残念、まあいいや

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 A： 私は阿弥陀寺に行くよ。

 一緒に行こう！
B： ごめん。行けない。
 午後宿題をやるから。
A： でも、寺には有名な桜の木があ
 るよ。桜がすごくきれいだし。
 土曜日はどうなの？
B： ごめんなさい。
 土曜日も忙しいよ。
 朝友達とサッカーをやって、
 そして午後は水戸に行く。
A： 残念。後で行こうね。
B： そうしよう。本当にごめんね。

英語では日本語と違って、未来のことを表すために「will」 や「going 
to」という、いわゆる「未来形」を使う必要がありますが、実はもう一
つのよく使われたり、ほとんどの教科書に載っていなかったりするのもあり
ます。「will」や「going to」と同じように、例外もあったりしますが、「be
動詞 + ～ing （+ 時間を表す言葉）」（いわゆる進行形）というのが未来
形の一種です。例えば、「私は明日水戸に行きます。」というのを英訳に
すれば、「I’ll go to Mito tomorrow.」、「I’m going to go to Mito 
tomorrow.」、「I’m going to Mito tomorrow.」がどちらも同じ意味
になります。

新出語句

日本語訳

A： Let’s see the cherry blossom at Amida Temple!
B： I’m afraid I can’t.
A： Why’s that?
B： I’m having lunch with a friend today.
A： That’s too bad. Are you free this weekend? 
 The temple protects Nukada Castle, so we can 
 look at the castle ruins, too. 
B： This weekend? I’m really sorry, but I’m seeing 
 a movie with my family this Saturday. Then on 
 Sunday we’re going to a festival.
A： Oh well. Maybe another time.

	 ごめんなさい.	/	申し訳ありません.

I’m sorry.

I’m going to Amida Temple. 
Let’s go together!

But the temple has a famous cherry tree. The cherry 

That’s too bad. Let’s go another time.

blossom is very beautiful. How about this Saturday?

I’m sorry, I can’t. I’m doing my 
homework this afternoon. 

Sorry but I’m busy on Saturday, too. I’m playing soccer 

OK. I’m really sorry.

with my friends in the morning. Then we’re going to 
Mito in the afternoon.

阿弥陀寺

　阿
あ み だ

弥陀寺は、1217年に親
し ん ら ん し ょ う に ん

鸞聖人の弟
子の定信により建

こんりゅう

立され、1332年に阿
弥陀寺という寺の名前が与えられました。
　1392年に額田城内

う ち ぼ り

堀のなかに移され、
額田城の守り神となりました。樹

じ ゅ れ い

齢推定
310年のシダレザクラがあります。

A：Let’s go to !
B： I’m sorry, I can’t. I’m busy

A： I’m on Thursday. Are you free?
B: Sorry, I’m not. I’m on Thursday.
A: That’s too bad.

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）

(i) Mount Tsukuba / Mount Nantai / Mount Yamizo / Mount 
Fuji / Mount Aso / Mount Killimanjaro / Mount Everest

(i) going shopping / going fishing / going running /  
going cycling / going skiing / going swimming

（ⅱ）

(ii) doing my homework / cleaning the house / 
helping my mother / meeting a friend / 
practicing the guitar / playing volleyball

ここでは、ことわるときに使うことばを学びます

歴史・文化

阿弥陀寺の案内板

Amida Temple
1616 阿弥陀寺
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ことわる



甚二郎稲荷神社
□ grave 
 →墓
□ bloom
 →咲く
□ crowded
 →混んでいる
□ full
 →お腹がいっぱい
□ both
 →両方
□ too much
 →多すぎる、多すぎて
□ (at) midnight
 →夜の１２時（に）

下記のことばを使って、4種類の原因と効果を表す文を言えるようにし
ましょう。答えを巻末に掲載しています。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： それほど多くの人が靜峰ふるさと
 公園に行くのはなぜなの？
B：八重桜を見るために行くよ。
 八重桜って「二重桜」という意味
 だよ。八重桜はきれいだから、
 八重桜祭りはすごく人気があるよ。
 春に咲くから、４、５月公園が混
 んでいるよ。
A： 靜神社はどう？なぜ有名なの？
B：１０００年以上前にできたからだね。
 多くの人は斎藤監物の墓を見た
 いから公園に行くよ。

様々な定義を辞書などで見かけますが、「because」と「so」という、
原因と効果を表す言葉はどちらも「～（だ）から」という意味で、英文の
順番によって使い方が四つあります

新出語句

日本語訳

A： Shizumine Park is popular because of the 
 yaezakura.
B： Yaezakura? That’s ‘double cherry blossom’, right?
A： Yes. Because yaezakura blooms in spring, 
 that’s when Shizumine park is crowded.
A： But why is Shizu Shrine famous?
B： Because it’s so old. Kenmotsu Saito’s grave is 
 near the shrine, so some people go to both.

	 八重桜はきれいだから好きです.

I like the double cherry blossom 
because it’s beautiful.

Why do so many people come to Shizumine Park?

How about Shizu Shrine? Why is it famous?

To see the yaezakura. ‘Yaezakura’ means ‘double cherry 

Because it’s more than a 
thousand years old. Some 
people go there because they 
want to see Kenmotsu Saito’s 
grave.

blossom’. Double cherry blossom is beautiful, so the 
Yaezakura Festival is very popular. Because yaezakura 
blooms in spring, the park is crowded in April and May.

靜神社、靜峰ふるさと公園

　かつて東国の三守護神の一つとして崇
す う は い

拝され、常陸二ノ宮として古くから信
仰を集めています。創

そ う け ん

建は不明ですが、850年以前と推定され、日本書記(720
年)などに記載があります。現在の本殿・拝殿は、水戸家9代藩主斉

な り あ き

昭により
再建されました。生木は千度杉とよばれた樹齢約千年のスギの巨木があり、建
屋をつくって保護されています。近くに静峰ふるさと公園があります。
　４月中旬～５月上旬に八重桜まつりがあり、「日本さくら名所100選」に選
ばれた八重桜の名所です。また、近くに桜田烈士の斎藤監

け ん も つ

物の墓があります。

効果/原因

like sushi / delicious
play soccer every week / fun
read books every day / interesting
go to Tokyo once a month / exciting
study English / want to go to the US 
like Exile / cool
tired / played baseball yesterday
full / ate too much
excited / going to see a movie today
sleepy / watched TV until midnight

例えば、「私は納豆が美味しいから好きです。」は
「Natto is delicious, so I like it.」、「I like natto because it’s 
delicious.」、「Because natto is delicious, I like it.」、「Why do 
you like natto? / Because it’s delicious.」と言いますが、
「I like natto. Because it’s delicious.」や「I like natto, so it’s 
delicious.」や「Nato is delicious. So, I like it.」などは正しくあり
ません。「Why…?」（「なぜ…？」）から始まる質問に対しての答え方は
「Because…」（「～（だ）から」）というのと、もう一つの「To…」（～（の）
ため）というのがありますので、要注意です。

① （原因）, so （効果）.

② （効果）because（原因）.

③ Because（原因）,（効果）.

④ Why（効果）?／Because（原因）.

（ⅰ）
（ⅱ）
（ⅲ）
（ⅳ）

,  so
because

Because
Why

. 
. 

. 
. 

,
?  Because (効果/原因)

(効果/原因)
(原因/効果)

(原因/効果)

ここでは、原因と効果を表すことばを学びます

歴史・文化

樹齢約千年のスギの巨木

Shizu Shrine / Shizumine-furusato Park 
1717 靜神社 ／ 靜峰ふるさと公園
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原因と効果



甚二郎稲荷神社
□ nest 
 →巣
□ eagle
 →ワシ
□ mean
 →意味をする
□ taste
 →味、味がする
□ high
 →高い
□ ～high
 →高さ～
□ nice
 →素敵、美味しい
□ fantastic
 →素晴らしい
□ yummy
 →美味しい
 　（主に子供が使う言葉）

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 A： 見て。ここは鴻巣だよ。

B： 「鴻巣」って、英語でどういう意味
 なの？
A： 「鴻巣」って、「大きな鳥の巣」とい
 う意味だよ。鷲神社の敷地には
 すごく高い木があったと言われる
 よ。毎年鷲がやってきて、その
 木に巣を作って、その鷲は神だ
 と思っていた人がたくさんいた。
B： 本当？「eagle」って、日本語で何
 ていうの？
A： 「eagle」って、日本語で「鷲」と
 いうよ。

「○○○は日本語でどういう意味ですか。」は「What is the meaning 
of ○○○ in Japanese?」というような英訳が多いですが、英語では
どちらかと言いますと「意味」を名詞の「meaning」というより、一般
動詞の「mean」 として扱う場合が多いです。したがって、「What 
does ○○○ mean in Japanese?」（直訳すれば、「○○○は日本語
で何の意味をしますか。」）などが自然のように聞こえます。
同じように名詞より動詞として扱うことが理想な言葉もありますので、「Is 
that a good taste?」 や「What’s your weight?」 と い う よ り、
「Does that taste good?」や「What do you weigh?」のほうが
正しいです。

新出語句

日本語訳

A： Washi Shrine is nice, isn’t it?
B： Yes, it is. People think that an eagle made its 
 nest in a tree at the shrine. They say that the 
 tree was 270 meters high.
A： Wow! Is the tree still here?
B： Of course not! But there’s a very old cedar tree 
 near the shrine.
A： Really? What does ‘cedar’mean in Japanese?
B： ‘Cedar’ means ‘sugi’ in Japanese. There’s a 
 beautiful cherry tree, too. ‘Cherry tree’ is 
 ‘sakura-no-ki’ in Japanese.

	 	「ワシ」は英語で何て言うんですか？

How do you say‘washi’in English?

Look, this is Konosu.

‘Konosu’ means ‘big bird’s nest’. Some people say there 

‘Eagle’ is ‘washi’ in Japanese.

was a very tall tree at the Washi Shrine. Every year an 
eagle made its nest in the tree, 
and many people thought the 
eagle was a god. 

What does ‘konosu’ mean in English?

Really? How do you say 
‘eagle’ in Japanese?

鷲神社

　伝説に「昔この地に松の大木あり。その高さは90丈
じょう

（約270m）、毎年一羽の大鳥が巣をつくっ
ていた。この鳥が西南の方から白いお札をくわえてきたので、村人は不思議に思って神

し ん か ん

官に祈
き と う

祷し
てもらったところ、武蔵国の天

て ん に ち わ し

日鷲の神であった」というので、鷲神社を創
そ う け ん

設したといわれていま
す。時は807年であるといわれています。
　この伝説から、鴻

こ う の す

巣の地名も生まれました。スギ（樹
じ ゅ れ い

齢は約500年）とウワミズザクラ（樹齢は約
200年で、花が穂のような形に密

み っ せ い

生する変わったサクラで４月末以降に開
か い か

花する）の大木がある。
鷲神社は、比丘尼街道の起点となっています。

A： How do you say in English?
in English.B： 

A： That looks good. How does it taste?
B： It tastes ! You should try some.

means

1Conversation

Conversation 2

(i) ringo / tori / hanasu / aruku / aka / ao / oishii / 
omoshiroi

(i) cake / pasta / natto / curry / hamburger / bread

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅰ） （ⅱ）

（ⅱ）

(ii) apple / bird / talk / walk / red / blue / delicious / 
interesting / funny

(ii) good / nice / great / fantastic / delicious / yummy

ここでは、訳してもらいたいときに使うことばを学びます

歴史・文化

Washi Shrine
1818 鷲神社
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訳してもらう



甚二郎稲荷神社
□ Bishamonten
 →毘沙門天
□ Unkei
 →運慶(平安・鎌倉時代の仏師)
□ prefectural office
 →県庁舎
□ camellia 
 →ツバキ
□ the Statue of Liberty
 →自由の女神
□ story
 →階
□ ～story building 
 →～階建
□ amazing
 →すごい
□ ～though
 →～が、～（だ）けど、
 　しかし～、でも～
□ bronze
 →青銅

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 見てください。あの像は青銅で
 出来ていますよ。日本一大きな
 毘沙門天像ですよ。
B： すごいですね！ 三階建ての建物
 ほど高いですね。
A： その通りです。奈良、牛久、鎌
 倉の像ほど大きくないですけどね。
B： それはそうですね。
 でも、牛久大仏と同じぐらい
 面白いと思いますよ。
A： そうですね。有名な芸術家がずっ
 と前にそれを作りました。
 その芸術家は運慶という人で、
 たくさんの仏像を作りましたよ。

「not as…as」（「～ほど…ない」）は会話に出てくるときに省略する場合
が多いです。
例えば、「Tokyo Tower is not as tall as Tokyo Sky Tree.」 は
「Tokyo Tower isn’t as tall as Tokyo Sky Tree.」や
「Tokyo Tower’s not as tall as Tokyo Sky Tree.」になります。

新出語句

日本語訳

A： The bishamonten statue at Ichijoin Temple is 
 very old, isn’t it?
B： Yes, it is. But it’s not as old as Nara Daibutsu.
A： Is it as big as Ushiku Daibutsu?
B： No, it isn’t. Ushiku Daibutsu is as big as a 
 thirty-story building.
A： That’s amazing! 
B： Ichijoin is also famous for its flowers. There are 
 thirty different kinds of camellia here.
A： Wow, that’s a lot!

	 この像は三階建の建物ほど大きいよ！

This statue is as big as a three-story building!

Look, that statue is made 

Yes. It’s not as big as the 

Yes, it is. A famous artist made it a long time ago. His 

of bronze. It’s the biggest 
bishamonten statue in Japan.

statues in Nara, Ushiku and Kamakura, though.

name was Unkei and he made a lot of Buddha statues.

That’s amazing! It’s as big as 
a three-story building.

True. But I think it’s just as interesting as Ushiku Daibutsu.

一乗院

　1396年に法満山一
いちじょういん

乗院千
せ ん じ ゅ う じ

手寺として開
か い ざ ん

山されました。現在の地、
飯田久

き ゅ う ふ く じ

福寺跡に曳
ひ

き寺されたのは、1700年で徳川光
み つ く に

圀の命
め い

により
ます。
　寺院内にある青銅製の毘

び し ゃ も ん て ん ぞ う

沙門天像は、国内一の大きな毘沙門天像で、
元の木造は運

う ん け い

慶作といわれています。花の寺としても知られ、シーズ
ンには「太

だ い か ぐ ら

神楽」「越
え ち ご

後の雪
ゆきつばき

椿」など約30種のツバキの花が咲きます。

A： is as interesting as

is the tallest building in , right?

B： True. But it’s not as big as

A：
B： Yes, it is.  / No, it isn’t.

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）

.（ⅰ）

.（ⅰ）

(i) Mito Art Tower / Oarai Marine Tower / Ushiku Daibutsu / 
Tokyo Tower / Tokyo Sky Tree /
The Empire State Building / The Statue of Liberty

(i) K’s Denki / Homac / City Hall / Mito Art Tower / 
the prefectural office / Ushiku Daibutsu / Tokyo Sky Tree / 
Tokyo Tower / Yokohama Landmark Tower

（ⅱ）

同じように、原則として、口語的な英語（いわゆる、タメ
口）では何でも言葉を省略しますが、文章では省略しませ
ん。したがって、相手が目上の人でも、会話する場合に
は「It is sunny.」や「I am sleepy.」ではなく、
「It’s sunny.」や「I’m sleepy.」を言います。

ここでは、相手をほめるときに使うことばを学びます

歴史・文化

花の寺としても有名です木造毘沙門天像

Ichijoin Temple
1919 一乗院
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相手をほめる

(ii) Naka City / Ibaraki / Japan



甚二郎稲荷神社
□ fossil 
 →化石
□ teeth
 →歯
□ bone(s)
 →骨
□ million 
 →100万
□ You never know. 
 →そうかもしれないよ。
□ maybe
 →多分、～かもしれない
□ at the time
 →そのとき
□ No way! / 
 You’re kidding! 
 →うそでしょう？

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)の中から単語を入れ、
多くの友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： この石は1300万年前にできたよ。
B： １３００万？信じられない！
A： そう。あのとき、那珂市が
 海の底にあったよ。
B： うそ！この化石はどう？
A： あれは１１００万年前から残って
 いて、クジラからだよ。
 何百万年前はクジラが那珂市を
 泳いで回っていたよ！
B： うそでしょう？
 今から１１００万年後クジラが
 那珂市を泳ぐと思うの？
A：そうかもしれないよ！

日本語と異なり、英語では「今から」というのと、「ある過去のときから」
や「ある未来のときから」というのと、言い方が違います。
例えば、「（今から）三年前。」は「Three years ago.」と言い、「（今
から）三年後。」は「Three years from now.」、「In three years.」、
「In three years’time.」と言いますが、「私は２００５年茨城に引っ越し
てきました。その二年前はロンドンに住んでいました。」は「I moved to 
Ibaraki in 2005. Two years before that I was living in 
London.」と言い、「私は２０１６年リオ五輪に行きたくて、その4年後東
京 五 輪 に も 行 き た い で す。」 は「I want to go to the 2016 
Olympics in Rio. Four years later I want to go to the Tokyo 
Olympics, too.」と言います。

新出語句

日本語訳

A： Those fossils are very old, aren’t they?
B： Yes, they are. They’re some bones and teeth 
 from a whale.
A： So 11 million years ago there were whales in 
 Naka City, right?
B： Right.
A： In 11 million years’time, do you think whales 
 will be swimming in Naka again?
B： I don’t know. Maybe!

	 信じられない！

Unbelievable!

These rocks are about 13 million years old.

Yes. At the time, Naka City was under the sea. 

They’re 11 million years old and they’re from a whale. 

You never know!

Millions of years ago there were whales swimming in 
Naka City!

13 million? Unbelievable!

No way! How about those fossils?

You’re kidding! Do you think there’ll 
be whales swimming in Naka City 
11 million years from now?

多賀層、ナカマチクジラ化石	

　多賀層は、新生代第三紀中
ちゅうしんせい

新世の地層で、那珂台地で見られる最
も年代の古い、約1300万年前の地層で、その付近が海底であっ
た頃の堆積物で、那珂台地の基盤をなす地質です。第四紀層に広く
覆われているため、地表での露

ろ と う

頭は少なく、北縁の門部、北酒出、
南酒出、額田北郷、額田東郷などの周辺部にのみ現れています。
　額田南郷の久慈川沿いに露出する多賀層から、ハクジラの歯20
数本と骨片の一部が発見され、今から1100万年前のものと推定
され、ナカマチクジラ化石と呼ばれています。

A： This  is about years old.
B： Unbelievable!

A：
now I’ll be 

now I’ll be 

.

.
B： Really?

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ） （ⅱ）

ago I was from .（ⅰ） （ⅰ）（ⅱ）
（ⅲ）

（ⅲ）

(i) book / picture / house / building / city / rock / fossil / lake / mountain

(i)

(ii)

(iii)

five minutes / an hour / eight hours / three days / a week /
a month / a year / five years / ten years

at school / at home / in bed / in Mito / at the supermarket /
an elementary school student / a kindergarten student

at school / at home / in bed / in Mito / at the supermarket /
a high school student / a university student / working

ago I was from .（ⅰ） （ⅰ）（ⅱ）

ここでは、驚くときに使うことばを学びます

歴史・文化

発見されたクジラの歯多賀層

The Taga rocks / Naka whale fossils
2020  多賀層 ／ ナカマチクジラ化石 
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驚く

(ii) 100 / 250 / 1000 / 10,000 (ten thousand) / 
100,000 (one hundred thousand) / 250,000 (two hundred and fifty thousand) / 
1 million / 10 million / 100 million



甚二郎稲荷神社
□ picture 
 →絵、絵画、写真
□ tomb
 →古墳
□ paint 
 (ペンキ、油絵の具などで)
 →描く
□ draw
 →描く
□ found
 →find（見つける、見つかる）
 　の過去形・過去分詞
□ discover 
 →発見する
□ wide
 →幅広い
□ ～wide
 →幅～
□ a long time ago
 →大昔
□ instead (of)～ 
 →～の代わり
□ in fact　
 →実際は、実は、現に

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)の中から単語を入れ、
多くの友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： この古墳はなぜ「水鳥」と呼ばれ
 ていますか。
B： 内部の壁に水鳥の壁画が描いて
 あるからです。その絵は７世紀に
 描かれて、日本中ではよく知られ
 ています。
A： そうなんですか。
B： 実は壁画が１９６１年に中学生
 によって発見されました。
A： 面白いですね！

受動体（いわゆる、受け身）は「be動詞＋過去分詞（＋by）」で表しますが、
受動体の過去形のように見える形容詞（日本語に訳せば、自動詞）もあり
ますので、注意する必要があります。例えば、ほとんどの場合は「broken」
というのが「壊された」ではなく、「壊れている」という意味で、「closed」
というのが「閉められた」 ではなく、「閉まっている」という意味です。
したがって、過去、現在、未来のことを表しても、形が変わりません。例
えば、「The shop was closed.」、「The shop is closed.」、
「The shop will be closed.」はそれぞれ「店が閉まっていた。」、
「店が閉まっている」、「店が閉まっているだろう。」という意味になります。

新出語句

日本語訳

A： This tomb is very big, isn’t it?
B： Yes, it is. It’s about 12 meters wide.
A： Look! There’s a picture of a bird on the wall.
B： That’s very old, you know. It was drawn about 
 1300 years ago, but it was only discovered in 1981.
A： Who was it discovered by?
B： It was discovered by a group of junior high 
 school students and their teachers.
A： How interesting!

	 この古墳は「水鳥」と呼ばれています。

This tomb is called ‘Mizutori’

Why is this tomb called ‘Mizutori’?

You don’t say?

How interesting!

Because there’s a picture of a bird on the wall. It’s 

In fact, the picture was found in 1961 by some junior 

thought that the picture was drawn in the 7th Century, 

high school students. 

and it’s well known all over Japan.

白河内古墳群

　白
し ら こ う じ こ ふ ん

河内古墳群は、門部字白河内の集落内に点在する古墳群です。2号墳は、
直径約12ｍ、高さ約1.2ｍの円墳です。横穴式石室が開

か い こ う

口しています。石室
の奥壁石材に樹木二本とその下に水鳥を表現した線

せ ん こ く

刻壁画が描かれています。
　この壁画は7世紀初頭・古墳時代のものと推定されています。この壁画は、
1961年頃木崎中学校生徒・職員によって発見されました。歴史的価値が高く、
内外に知られています。

A： I want to buy some is closed.
instead?
but 

B： How about going to
A： Good idea!

A： When was this ?
.B： It was

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅱ）
（ⅲ）

（ⅱ）
ここでは、受動態のことばを学びます

歴史・文化

水鳥を描いた壁画

Mizutori Tomb 
2121 水鳥古墳
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受動態

(i) milk / coffee / chocolate / ice cream / rice / potatoes / 
eggs / sushi

(i) book / building / painting / picture / tomb / movie

(ii) Aeon / Kasumi / Kawaneya / Maruto / Hiroseya / 
Keisei / the 7-11 / Seicomart

(ii) written / built / made / painted / drawn / discovered / 
found / directed

(iii) last week / last year / in 2010 / 50 years ago / 
in 1950 / 100 years ago / in the 19th century / 
a long time ago



甚二郎稲荷神社
□ jizo 
 →地蔵
□ newspaper 
 →新聞
□ French fries
 →フライドポテト
□ turn around
 →回る、回す
□ face
 →向く
□ cry
 →泣く
□ scary / scared
 →怖い
□ local
 →近所の
□ enjoyable
 →楽しい
□ tiring / tired
 →疲れる、疲れた
□ surprising / 
 surprised 
 →驚く、びっくりする
□ nervous
 →緊張する

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)の中から単語を入れ、
多くの友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： この地蔵は那珂にやってきたとき、
 南向でした。だけど、その夜、
 北向きになりました。
B： 怖いですね！ 
A： 近所の人は地蔵を南向に直しま
 したけど、次の夜地蔵が泣き出
 しました。「北が恋しい、北が恋
 しい！」と言っていました。だから、
 近所の人が地蔵を北向に直しま
 した。そうしたら、なんと、地蔵
 は泣き止みました!
B： 私は今すごく怖いですよ！

英語では日本語と異なり、物事の雰囲気と自分の気分や感情を表す形容詞
が二種類に分けてあります。
例えば、 野 球 試 合を観 戦しながら、「This is exciting!」 や「I’m 
excited!」 と言いますが、「This is excited!」 や「I’m exciting!」
とは言いません。
同じように、「This movie is scary!」や「I was surprised.」が正し
いですが、「This movie is scared!」や「I was surprising.」は正
しくありません。ただし、例外もありますので、注意が必要です。
例えば、「This is enjoy!」や「I’m enjoy!」が正しくなく、「This is 
enjoyable!」や「I’m enjoying this!」になります。

新出語句

日本語訳

A： I’m going to tell you a story, but don’t be scared, OK?
B： OK. What’s the story?
A： Well, a long time ago, a jizo came to Naka. 
 On its first day the jizo was facing south, 
 but that night it turned around. 
 The people here turned it around to face south 
 again, but it didn’t like it. The jizo was crying 
 and it said, ‘I want to face north!’ When the 
 local people turned the jizo around again, it 
 stopped crying.
B： That’s a scary story!

	 怖い！

That’s scary! / I’m scared!

When this jizo came to Naka it was facing south, but 

The local people turned the jizo around to face south 

during the night it turned around to face north.

again, but the next night, the jizo started crying. 
‘I want to face north!’ the jizo said. 
‘I want to face north!’ 
So the locals turned the jizo around 
to face north again and you know 
what? The jizo stopped crying! 

That’s scary!

Now I’m really scared!

北向き地蔵

　ある洪水の時、対岸にあった地
じ ぞ う そ ん

蔵尊が流れ着きました。地蔵尊は、南
に向けて安

あ ん ち

置したはずだったがあくる朝、北を向いていたので、また元
どおりに直しました。しかし、人々が耳を澄ますと地蔵尊の方から、「北
が恋しい、北が恋しい」と夜泣き声が聞こえました。そこで人々はこの
地蔵尊を北向きに安置することにしました。それ以来、この地蔵尊の夜
泣きはやんだと伝えられています。創

そ う り つ

立は不詳です。

A： This
.

is .
B： Yes, it is. I’m 

A： I stopped last week.
B： Really? I started last week!

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）
（ⅲ）

(i) soccer game / tennis match / basketball tournament / 
movie / DVD / concert / restaurant

(i) playing soccer / playing baseball / studying English / 
eating meat / eating French fries / listening to enka / 
watching Sazae-san / buying the newspaper

(ii) exciting / enjoyable / interesting / funny / scary / 
tiring / surprising / relaxing

(iii) excited / scared / nervous / happy / tired / surprised / 
relaxed / interested

ここでは、雰囲気や気分を表すことばを学びます

歴史・文化

北向き地蔵尊

Kitamuki Jizo 
2222 北向き地蔵

46 47

雰囲気・気分



甚二郎稲荷神社
□ nutmeg (tree)
 →カヤ（の木）
□ ruins 
 →跡
□ the history of～
 →～の歴史
□ thirsty
 →喉が渇いた

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)の中から単語を
入れ、多くの友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、Aになったつもりで
練習しましょう。 

A： 今日は南酒出城についてお話し
 ます。
 南酒出城は佐竹義茂に建てられ
 たと言われます。城はあまりに
 も古すぎて、いつ建てられたか
 誰も分かりません。
 蒼龍寺についてもお話ししたい
 と思います。
 寺はそもそも、１４世紀に建てら
 れました。そして、１６９９年に
 ここまで移動されました。樹齢
 ５００年のカヤが寺の近くにあり
 ます。そのカヤがあまり大きくて、
 桜の宿り木が中に入っていました。

「so…that」というのに似ている文型は「too…to」があります。
例えば、「It was so cold that we couldn’t play tennis. 」と
「It was too cold to play tennis.」はどちらも「あまり寒すぎてテニ
スができなかった。」という意味です。

新出語句

日本語訳

A：This morning I want to talk about Minami Sakaide 
 Castle. People think that Yoshishige Satake built the 
 castle nearly a thousand years ago. But because it’s 
 so old, no one knows when it was built.
 I’d also like to tell you about Soryuji Temple. 
 The temple was built in the 14th century, then it was 
 moved to Nukada in about 1700. There’s a nutmeg 
 tree next to the temple. It’s around 500 years old, 
 and it’s so big there used to be a cherry tree inside it.

	 …についてお話します.

I’m going to talk about…

Today I’m going to talk about 
Minami Sakaide Castle. 
It’s said that Minami Sakaide 
Castle was built by Yoshishige 
Satake. The castle is so old that 
no one knows when it was built.
I also want to tell you about Soryuji Temple. 
The temple was originally built in Mito 
in the 1300s. It was moved here in 1699. 
There’s a 500-year-old nutmeg tree near 
the temple. It’s so big that there used to 
be a cherry tree inside it.

南酒出城跡、蒼龍寺

　佐竹義茂が南酒出氏を称し南酒出城を築いたといわれています。築
城年代は定

さ だ

かではありません。城跡三の丸の位置に高
こ う た い い ん

泰院があります。
　高泰院は、1330年に現在地に建立され、1522年に南酒出城主
の義忠が領地を寄進した証文がありました。その後、廃寺となりまし
たが、1699年現在地に蒼龍寺が千波から曳

ひ

き寺されました。境内
に推定樹齢が約500年のカヤがあります。主幹の地上5mほどのく
ちはてた部分にはヤマザクラの宿

や ど

り木
ぎ

が寄
き せ い

生していましたが、枯死し
て伐採されました。

A：Today I’d like to tell you about the history of 
. I’m also going to talk about . 

A： Yesterday I was so that I
to

.
.B： Me too. Yesterday I was too

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅲ）

（ⅱ）
（ⅳ）

（ⅱ）

(i) Naka City / Ibaraki / Japan / Minami Sakaide Castle / 
Soryuji Temple

(i) sleepy / tired / excited / hungry / thirsty

(ii)

(iii)

(iv)

didn’t go to school / didn’t go out / couldn’t get up 
/ couldn’t sleep / couldn’t eat / ate five hamburgers 
/ drank five bottles of cola

sick / sleepy / tired / excited / sad

go to school / go out / get up / sleep / eat

「so…that」に由来するというのは「So…!」で、昨今よく使わ
れるようになってきましたが、要注意です。なぜなら、タメ口で、
主に少女に使われるからです。例文と言えば、「So cute!」(「ちょ
うかわいい！」)や「So cool!」（「めちゃかっこいい！」）などです。

ここでは、発表するときに使うことばを学びます

歴史・文化

推定樹齢が約500年のカヤ南酒出城跡

Minami Sakaide Castle ruins /
Soryuji Temple2323 南酒出城跡 ／ 蒼龍寺
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発表する

(ii) Yoshishige Satake / Mito Komon / Mitsukuni Tokugawa / 
Nemoto Sho / Harumori Tokugawa / Sakinosuke Kaigo



甚二郎稲荷神社
□ festival
 →祭
□ lantern 
 →提灯
□ concert
 →ライブ
□ ghost
 →おばけ
□ been 
 →「go」や「be」の過去分詞
□ should～
 →～したほうがいい
 　～すべき

例にならい、空らんの中へ、(ⅰ)や(ⅱ)の中から単語を入れ、多くの
友だちと対話しましょう。

下記の対話を日本語に訳したり、内容を変えたり、AとBになったつも
りで練習しましょう。 

A： 鹿島神社に行ったことが
 ありますか。
B： あります。一年に２回ぐらい行っ
 ていますよ。きれいですね。
A： そうですね。大助まつりは？
 参加したことがありますか。
B： ありません。あのまつりは 3 年
 に1回しか参加できないでしょう？
A： そうです。大助まつりでは提灯
 を見たことがあるし、おいしい
 料理も食べたことがあります。

現在完了形で経験を表す場合は「go」の過去分詞が「gone」ではなく、
「been」だと考えておいたほうがいいです。なぜなら、「gone」という
のは「どこかに行って、まだ戻ってこない」という意味が含まれています。

新出語句

日本語訳

A： Have you ever been to Osuke Festival?
B： Yes, I have. I’ve been about three times. 
 It’s very exciting, but you can only go once 
 every three years. How about you? 
 Have you ever been?
A： No, I haven’t.
B： That’s too bad. If you’ve never seen the parade, 
 you should go sometime. The lanterns are really 
 beautiful. I also go to Kashima Shrine about 
 once a year.

	 鹿島神社に行ったことがありますか?

Have you ever been to Kashima Shrine?

Have you ever been to Kashima Shrine?

Yes, it is. How about Osuke Festival? 

Right. I’ve seen the lanterns at 

Have you ever been to that?

Osuke festival, and I’ve eaten 
some delicious food there.

Yes, I have. I go there about twice a year. 

No, I haven’t. You can only go to the festival once every 

It’s very beautiful, isn’t it?

three years, right?

鹿島神社、大助まつり

　西
せ い れ き

暦806～810年、今の菅谷字両宮(上菅谷駅近くの、
宮の池ほとり)に創建されたといわれています。
　「大

お お す け

助まつり」は、鹿島神社が現在の地に移された1857
年から行われている祭

まつり

です。「菅谷のちょうちん祭」とも呼
ばれています。現在は3年に1度の8月15日に行われてい
ます。祭の名前の「大助」は、昔朝

ちょうてい

廷が東北地方を鎮
ち ん あ つ

圧する
ため出

しゅっせい

征するさい、菅谷の住民が「おたすけ」をした、それ
が訛

な ま

って「おおすけ」になったといわれています。

A： Have you ever been to ?
B： Yes, I have. / No, I haven’t.

B： Yes, I have. / No, I haven’t.
A： Have you ever seen ?

A： I 
B： I 

about
about

. How about you?

. 

1Conversation

Conversation 2

（ⅰ）

（ⅰ）
（ⅰ）

（ⅱ）
（ⅱ）

（ⅱ）

(i) Joyful Honda / Tokyo / Mito Komon Festival /
a Halloween party / an Exile concert / the US

(i) play baseball / play the piano / play video games / 
listen to music / meet my friends / go shopping / 
go to Mito / go to Tokyo 

(ii) Tokyo Sky Tree / Mount Fuji / the Golden Temple /
the movie “Star Wars” / a ghost / a UFO

(ii) five times a week / once a week / once a month / 
twice a year / once a year

「go」という動詞も日本語の「行く」というよ
り様々な状態を表すように使うことができます。
例えば、「パーティーに参加する」は「Go to 
a party.」と言い、「職場に通う」は「Go to 
work.」などと言います。

ここでは、現在完了形を学びます

歴史・文化

Kashima Shrine 
2424 鹿島神社 ／ 大助まつり

同じ「go」でも
様々な状態を
表す言葉として
使えるよ!

大助まつり

50 51

現在完了形



bronze　　  青銅

busy　　 忙しい、混んでいる 

but　　でも、（だ）けど、が、しかし 

by the way   ところで、ちなみに

buy　　   買う

call　　  呼ぶ 

camellia　　  ツバキ

castle　　  城 

castle wall(s)　　  

　二の丸、三の丸 

cedar (tree)　　  杉（の木） 

cherry tree　　   桜の木

cherry blossom　　  桜 

city hall　　  市役所

classmate(s)　  

　同級生、クラスメート

clean　　  洗う、掃除する 

clever　　  頭のいい、賢い

clothes　　 洋服

colorful　　  カラフル、多色 

concert　　  ライブ

convenience store　　

　コンビニ

cool　　  かっこいい

crowded　　  混んでいる

cry　　  泣く

decoration(s)　 　  飾り 

delicious　　  おいしい

disagree　　  反対する

discover　　  発見する 

agriculture　 　 農業 

agricultural　　 農業の

alcohol　    お酒

All right.　

　「はい。」、「わかりました。」

a long time ago  大昔 

amazing　 　  すごい 

another time  後で

aquarium　　  水族館

(at) midnight  夜の12時(に)

at the time　そのとき 

award 　　  賞 

azalea　　  つつじ

Baskin Robbins　　

　サーティワンアイスクリーム 

bathroom　　 トイレ、風呂場

beautiful　　  きれい、美しい 

become 　　   なる 

　(became なった )

been　　  

　「go」や「be」の過去分詞

Bishamonten　　  毘沙門天 

bloom　　   咲く

bone(s)　　   骨

botanical garden(s)　　

　植物園

both　　  両方

break　　破る、壊れる、壊す

bring　　  

　連れてくる、持ってくる

British　　  

　イギリスの〜、イギリス人

doll　　  人形 

doll festival　　  ひな祭り 

dragonfly/dragonflies　   

　　  トンボ

draw　　  描く

eagle　　  ワシ

enjoyable　　  楽しい 

even　　  

　〜ても、〜でも、

　〜（で）さえ

event　　  行事

exciting　　　

　楽しい、ワクワクする

excuse me　すみません 

face　　  向く 

family　　  家族

famous for　で有名

fantastic　　  素晴らしい

farm　　  農場

farmer　　  農家

festival　　 祭

(festival) float　　  お神輿

find　　見つける、見つかる

　( 過去形、過去分詞が found)

firefly/fireflies　　  ホタル 

flood　　  洪水、冠水

fog　　  霧

forest　　  森

fossil　　  化石

fox　　  キツネ
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I see.　そうですか、なるほど

jizo　　  地蔵

keep　

　保つ、取っておく、守る 

kind　　  優しい

know　　  知る、分かる 

know a lot about 〜  

　〜が詳しい 

lantern　　  提灯

law　　  法律

leaflet　　  チラシ

learn (about)　( を ) 学ぶ

lifestyle　　  生活

listen (to) 〜 

　〜（を）聞く・聴く

live (in/at) 〜 

　〜（に / で）住む

live　　住む、生息する

local　　  近所の

look (at) 〜 　〜（を）見る 

made of 〜 / made from 〜

　〜で作られている

　〜から作られた

　〜でできている

make　

　作る (made 作った )

maybe

　多分、〜かもしれない

McDonald’s　　　

　マクドナルド、マック

mean　　  意味をする

million　　  100 万

Mito Komon　　  水戸黄門

Mitsukuni Tokugawa　　

　徳川光圀

monument　　  記念碑

Mount 〜 / Mt. 〜　　  〜山 

move　　  

　動く、動かす、移る、移す

nature game　　

　ネイチャーゲーム

near 〜　　  〜の近く

nearby　　  近くにある 

neighbor(s)　　  

　隣の人、近所の人

nervous　　  緊張する

nest　　  巣

newspaper　　  新聞

nice　　  素敵、美味しい

no smoking　　  禁煙 

not bad 　悪くない

No way! / You’re kidding! 

　うそでしょう？ 

nutmeg (tree)　

　カヤ（の木）

of course　もちろん

often 　よく、しょっちゅう

Oh well　残念、まあいいや 

on the way (to) 〜　

　〜（に）行く途中 

over 〜　　  〜以上
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French　　 

　フランスの〜、フランス人

French fries　    フライドポテト

Fukuroda Falls / 

Fukuroda Waterfall

　　  袋田の滝

full　　  お腹がいっぱい

game　　  試合

German　     ドイツの〜、ドイツ人

get　　  もらう、得る

ghost　　  おばけ

go to 〜　〜（に・へ）行く 

go ahead　どうぞ

go out　出かける

grave　　  墓

great　　  すごい、絶好調

help　　  助かる、手伝う  

high 　　  高い

〜 high　高さ〜

high school　　  高校

history　　  歴史

Hitachi Seaside Park　

　ひたち海浜公園

holly tree　　 モチノキ

homework　　　宿題

house　　   家

I’m afraid (that) 〜　

　申し訳ありませんが〜

in fact　実際は、実は、現に 

instead (of) 〜　〜の代わり 

in the old days　昔
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単語と熟語 
巻末資料

このリストで使われている記号の意味

数字：数字はその単語および連語などが本文で最初に出てくるページを示します。

=名詞、　 ＝動詞、　 ＝形容詞、　 ＝副詞、 ＝前置詞、　 ＝接続詞、　 =関係代名詞品詞：

A F▶︎

F O▶︎
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show (誰々) around (どこどこ)

　 ( 誰々に )( どこどこを ) 案内する

should 〜　

　〜したほうがいい、〜すべき

shrine　　  神社

smart　　  賢い、頭のいい 

smoking　　  喫煙

soda　　  炭酸飲料

sometimes　　  時々

souvenir　　  お土産

statue　　  像

start　　  始める、始まる

story　　  物語

story　　  階

〜 story building　　  

　〜階建

straw　　  かや、わら

stream　　  小川

strong　　  強い

study　　  書院

Suigun Line　　  水郡線

sunflower　　  ひまわり

surprising / surprised　　

　驚く、びっくりする

swan　　  白鳥

take part (in)　参加する

tall　　  高い

〜 tall　〜高さ

taste　　  味、味がする

teeth　　  歯

temple　　  寺

temple festival　　  縁日

thatched roof　

　かやぶき屋根

the Golden Temple　　　

　金閣寺

then　　  そして、その後

the history of 〜　

　〜の歴史 

paint　　

　( ペンキ、油絵の具などで ) 描く 

parade　　  パレード

parents　　  親

park　　  公園

photo(s) / photograph(s)

 　　  写真

picture　　  絵、絵画、写真

politician　　  政治家

pond　　  池

prefecture　    都道府県、〜県

prefectural office 　　県庁舎

prettier　

　pretty( きれい、かわいい )

　の比較級

priest　　  神官

protect　　  守る

really　　  とても

relaxing / relaxed　

　のんびりする、くつろぐ、

　いやされる

reservoir　　  ため池

rice　　  米、ご飯

〜 right? 

　〜でしょう？、〜じゃん？ 

ruins　　  跡

say　　  話す

scary / scared　　  怖い

(can) see　　  見える 

several　　  いくつかの

shape 　　  形

show　　  見せる

thirsty　　  喉が渇いた

the Statue of Liberty　

　自由の女神

the US　　  アメリカ合衆国

〜 though

　〜が、〜（だ）けど、

　しかし〜、でも〜

through 〜　〜を通って

tiring/tired　　  疲れる、疲れた

tomb　　  古墳

too　　  も（また ）

too much

　多すぎる、多すぎて

tower　　  塔・本丸

turn around　回る、回す 

university　　  大学

Unkei　

　運慶 ( 平安・鎌倉時代の仏師 ) 

until　　  まで

unusual　　  珍しい

useful　　  便利

vegetables　　  野菜

video games /

computer games　　

　　  ゲーム

visit　　  

　訪れる、訪ねる、訪問（する）

wait　　  待つ

wall　　  壁

walk through 〜　〜を通る 

weekend　　  週末
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Well 〜　じゃあ〜、さて〜 

wheel　　  車輪、輪

where　　　  どこ

wide　　  幅広い

〜 wide　幅〜

wine　　  ワイン

work　　  働く

work hard 

　勤勉する、励む

〜 you know. 

　〜ですよ。〜だよ。

You never know. 

　そうかもしれないよ。

young　　   若い

yummy　　  美味しい

　（主に子供が使う言葉）

zoo　　  動物園
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Sushi is delicious, so I like it.
I like sushi because it’s delicious.
Because sushi is delicious, I like it.
Why do you like sushi? Because it’s delicious.

Soccer is fun, so I play it every week.
I play soccer every week because it’s fun.
Because soccer is fun, I play it every week.
Why do you play soccer? Because it’s fun.

Books are interesting, so I read them every day.
I read books every day because they’re interesting.
Because books are interesting, I read them every day.
Why do you read books? Because they’re interesting.

Tokyo is exciting, so I go there once a month.
I go to Tokyo once a month because it’s exciting.
Because Tokyo is exciting, I go there once a month.
Why do you go to Tokyo once a month? Because it’s exciting.

I want to go to the US, so I study English.
I study English because I want to go to the US.
Because I want to go to the US, I study English.
Why do you study English? Because I want to go to the US.

Exile are cool, so I like them.
I like Exile because they’re cool.
Because Exile are cool, I like them.
Why do you like Exile? Because they’re cool.

I played basketball yesterday, so I’m tired.
I’m tired because I played basketball yesterday.
Because I played basketball yesterday, I’m tired.
Why are you tired? Because I played basketball yesterday.

I ate too much, so I’m full.
I’m full because I ate too much.
Because I ate too much, I’m full.
Why are you full? Because I ate too much.

I’m going to see a movie today, so I’m excited.
I’m excited because I’m going to see a movie today.
Because I’m going to see a movie today, I’m excited.
Why are you excited? Because I’m going to see a movie today.

I watched TV until midnight, so I’m sleepy.
I’m sleepy because I watched TV until midnight.
Because I watched TV until midnight, I’m sleepy.
Why are you sleepy? Because I watched TV until midnight.

LESSON 17 Let's speak の解答

W Z▶︎P W▶︎
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