
Let’s open your 
textbook.

教科書を開きましょう。



Let’s listen! 



(1)
Ms. Brown: Hello, everyone. Today, we have some guests. They are 
students at our own school.
They are all good at something. What are they good at? 
Let's find out.
This is our first guest. Hello. Your name, Please. 



(1)
Ms. Brown: Hello, everyone. Today, we have some guests. 
They are students at our own school.
They are all good at something. What are they good at? 
Let's find out.
This is our first guest. Hello. Your name, Please. 
（みなさん，こんにちは。今日はゲストが来てくれました。私たちの学校の生徒

です。みんな何かが得意なんです。何が得意なのでしょうか。探してみましょ

う。こちらが最初のゲストです。こんにちは。お名前をどうぞ。）



Hajin: My name is Hajin. 
Ms. Brown: What do you like best, Hajin? 
Hajin: I like sports. 
Ms. Brown: What kind of sports do you like? 
Hajin: I like playing basketball. 
Ms. Brown: OK, everyone, Hajin likes playing basketball. His class 
won the basketball tournament. He's the captain of the class team.



Hajin: My name is Kim Hajin. （キム・ハジンです。）

Ms. Brown: What do you like best, Hajin? 
Hajin: I like sports. 
Ms. Brown: What kind of sports do you like? （どんなスポーツが好きで

すか。）

Hajin: I like playing basketball. 
Ms. Brown: OK, everyone, Hajin likes playing basketball. His class 
won the basketball tournament. He's the captain of the class team.
（いいですか，みんな，ハジンはバスケットボールをすることが好きです。彼の

クラスはバスケットボール大会で優勝しました。彼はクラスのチームのキャプ

テンです。）



Floor: Great. 
Ms. Brown: Are you good at playing basketball? 
Hajin: I guess so. I'm on the basketball team, and I practice hard 
every day.



Floor: Great. （すごいですね。）

Ms. Brown: Are you good at playing basketball? （バスケットボールをす

るのは得意ですか。）

Hajin: I guess so. I'm on the basketball team, and I practice hard 
every day.
（そうだと思います。バスケツトボールチームに所属していて，毎日一生懸命

練習しています。）



Ms. Brown: What do you want to do now? （今何がしたいですか。）

Hajin: Well, our team has a big game next week. I want to win!
（そうですね。 うちのチームは来週大きな試合があるんです。勝ちたいです。）

Ms. Brown: Good luck! By the way, what's an important thing about 
basketball?
（項張ってください。ところで，バスケットボールで大切なことは何ですか。）



Hajin: I think it is teamwork. Basketball is a team sport. So teamwork is 
very important. （チームワークだと思います。バスケットボールはチームス

ポーツです。だから，チームワークがとても大切です。）

Ms. Brown. Very interesting! OK, thank you, Hajin.
（とても興味深いですね。OK，ありがとう，ハジン。）



(2)
Ms. Brown: This is our next guest. Your name, Please. （次のゲストです。

お名前をお願いします。）

Kaori: I'm Nagai Kaori. （ナガイ・カオリです。）

Ms. Brown: What do you like doing, Kaori? （カオリは何をするのが好きで

すか。）

Kaori:I like taking pictures. （写真を撮るのが好きです。）



(2)
Ms. Brown: Ah, that's right ... you like taking pictures. Everyone, Kaori is 
very good at taking photos. One of her photos won the gold prize at the 
city's photo contest this month. （ああ，そうですね ，写真を撮るのが好きな

んですね。みんな，カオリは写真を撮るのがとても得意です。今月，市のフォト

コンテストで金賞を受賞しました。）

Floor: Great. （すごいですね。）

Kaori:Thank you. （ありがとうございます。）



(2)
Ms. Brown: By the way, what do you want to do now, Kaori?
（ところで，カオリは今何がしたいですか。）

Kaori: I want to go to Hokkaido. （北海道に行きたいです。）

Ms. Brown: Hokkaido? Why do you want to go there?
（北海道？ どうして北海道に行きたいんですか。）

Kaori: Because I want to take pictures of the beautiful nature there.
（そこできれいな自然の写真を撮りたいからです。）



Ms. Brown: I see. What's an important thing about taking pictures?
（なるほど。写真を撮る上で大切なことは何ですか。）

Koori: I think it is to look around us. If we look, we can see many 
beautiful things around us. If we see something interesting, we can take 
a good picture.
（周りを見ることだと思います。見れば，周りにはきれいなものがたくさんある

とわかります。

おもしろいものが見えれば，いい写真が撮れると思います。）

Ms. Brown: OK, thank you, Kaori. (OK，カオリ，ありがとうございます。）



(3)
Ms. Brown: This is our last guest. Your name, Please. （最後のゲストで

す。お名前をお願いします。）

Ryota: My name is Shiba Ryota. （シバ・リョウタです。）

Ms. Brown: What do you like doing? （何をするのが好きですか。）

Ryota：I like reading books. （本を読むのが好きです。）

Ms. Brown: Good! What's your favorite? （いいですね。お気に入りは何で

すか。）

Ryota：I like novels. （小説が好きです。）

Ms. Brown: And how many books did you read last month? （先月は何冊

読みましたか。）

Ryota: Well, I think I read about twenty books. （ええと，20冊くらい読んだ

と思います。）



Floor: Wow! I can't believe it.
（うわー！ 信じられない。）

Ms. Brown: Twenty books? That's amazing! You really are a bookworm!
(20 冊？ それはすごいですね。本当に本の虫ですね。）

By the way, what do you want to do? （ところで, 何がしたいですか。）

Ryota: I want to write a novel. I want to write about ninjas.
（小説を書きたいです。忍者について書きたいです。）



Ms. Brown: Ninjas? You are interested in ninjas then? （忍者？ 忍者に興

味があるんですか。）

Ryoto: Yes. They're so interesting. They have so many different skills!
（そうです。忍者っておもしろいですよね。いろんな技があるんですよ。）

Ms. Brown: Really? I didn't know that. That's wonderful.
（そうなんですか。知らなかったです。それはすばらしいですね。）

Ryota: Yes. I'm reading a book about them right now.
（はい。今，忍者についての本を読んでいるところです。）



Ms. Brown: Is reading important to you?
（あなたにとって読むことは大切ですか。）

Ryota: Yes. I enjoy it very much. To enjoy reading is also important to 
me.
（はい。ぼくはそれをとても楽しんでいます。読むのを楽しむことも，ぽくにとっ

て大切です。）

Ms. Brown: OK, thank you, Ryota. I'm sure you can be a great writer. 
ありがとうございます。きっとすばらしい作家になれますよ。）


