
Ｑ6 Who is the lion?

The Zoo

 No way! 冗談じゃない！

 enough [in%f] 十分に

 hurt [h6\Rt] けがをした

 get hurt けがをする

 aaah [!\] あー

 close(r) [klóus(6R)]  

すぐ近くに

 whisper(ed) [Hwísp6R(d)]  

ささやく

Words

5

Kiroku: What?  No way!  10,000 yen a day isn’t good 

enough for this!  I get hurt every day!  No, no!   

Don’t bring the lion’s cage here!  Don’t!  Aaah, 

the lion is coming!  Help me!  Help me!

The cage opened and the lion came closer to Kiroku.  

Then the lion whispered in Kiroku’s ear.

Lion: Don’t worry, it’s me.  Hasegawa, the manager.
(463 words)

・どのシーンがいちばんおもしろかったですか。

・落語家になったつもりで，好きなシーンを声に出して読んでみましょう。Think

125one hundred and twenty-five

34 thirty-four

時刻1Let s̓
Talk

目標 ： 時刻をたずねたり答えたりすることができる。

p.133 Word Box 4

It's 1:00 a.m.

Oh, I'm sorry.  

It's 10:00 a.m. in Japan.

Hi, Aoi.  I'm OK.  But I'm sleepy.

アオイは，ロンドンに住むダイアナとインターネットで話しています。

Sleepy?  What time is it now?

Hello, Diana.  How are you?

アオイ ダイアナ

モデル対話

A: What time is it?    

B: It’s 1:00 a.m.

モデル対話を練習して，ペアになって対話をしましょう。

ペアになり，下から好きな場所を選んで，モデル対話を参考にして対話を
しましょう。

Step 1

Step 2

Speak

エジプト（カイロ）

インド（ニューデリー）

3:00 a.m.

6:30 a.m.

フランス（パリ）
2:00 a.m.

ロシア（モスクワ）
4:00 a.m.

カナダ（オタワ）
8:00 p.m.

重要表現

日本が午前10時のときの世界の時刻

Words

 hello

 Diana ダイアナ（人の名）

 how

 How are you? 

 OK

 but

 sleepy

 time

 now

 a.m. 扌  p.m.

 sorry

 I’m sorry.

いろいろな国を選んで  
対話をしてみよう。

「話す」「聞く」「読む」の各技能を，
集中して学習する

Read

Listen

読んだ内容について生徒が
考え，発信する活動です。

Think

ショッピングなどの身近な場面での会話を練習します。

Speak

5

10

What does Kiroku have to do in the zoo?Ｑ１

 hmm [hm] ふーん

 manager [m@nidΩ6R] 園長

 sit [sit] 座る  

 sit down 座る

 kid(s) [kid(z)] 子ども

Words Kiroku: Hmm, this place looks like a zoo….  Hello, 

is Mr. Hasegawa here? 

Hasegawa: Yes, yes, I am Hasegawa, manager of this 

zoo.  Please sit down.

Kiroku: Mr. Hasegawa, what do I have to do here?

Hasegawa: Well, our tiger just died yesterday.  He 

was very popular among the kids.  So now, 

you’ll be the tiger!

Kiroku: What?  Be a tiger?

Hasegawa: Yes, a tiger!

Kiroku: But how?

Hasegawa: Easy!  I made a tiger costume, so you can 

wear it.

The Zoo

Let’s 
Read

one hundred and twenty

なまけ者の喜六は，どんな仕事をしても長続きしません。次の仕事に困った喜
六は，おじに仕事の紹介を頼みました。喜六が提示した条件は――働くのは朝
10 時から夕方 4 時まで，肉体労働はいや，昼寝もしたい，1 日 1 万円欲しい  
――そのような好条件の仕事などあるはずもありません。しかし，おじは住所
を書いた紙を手渡し，長谷川という人物をたずねるよう喜六に言いました。

Part 1

120

51fifty-one

フロア案内
目標 ： 店内の情報を聞き取ることができる。

1Let’s
Listen

デパートの受付での会話を聞いて，1 ～ 4 に入るものを a ～ d から選びましょう。

日本語の単語では，すべての文字が同じ強さで発音されますが，英語の単語では，
特に強く発音される音があります。

 次の日本語と英語を，音の強さのちがいに注意して言ってみましょう。

1. バッグ           2. ドレス       3. ショッピング
   bag              dress        shopping

1. (      )    2. (      )    3. (      )    4. (      ) 

Words

 floor 階

 on the 〜 floor  

～階に
 where どこに

 tie ネクタイ

 shopping  

ショッピング

a. Men's Clothes b. Women's Clothes

c. Coffee Shop d. Bags 

6 F Books & (  4  )

5 F Children's Clothes

4 F (  3  )

3 F (  2  )

2 F (  1  ) 

1 F Shoes

Blue Sky Department Store

発音コーナー①　アクセント
  の部分を強めに  
発音してみよう。

Listen

Let’s Talk（話す）

Let’s Read（読む）

Let’s Listen（聞く）

フロア案内などの身近な場面の英語を聞きます。

物語や落語などの楽しい読み物を読みます。

アクセント・リズム
など，英語の音声の
特徴を学習します。

発音コーナー

技能ごとの学習
（Let's Talk，Let's Listen，Let's Read）
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