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Unit1 Part1 アラブ首長国連邦の中学校生活(p10)

Ahmed  the U.A.E.

①Hello. My name is Ahmed.

② Today, I want to introduce our school in Abu Dhabi, the U.A.E.

③We wear uniforms at school.

④We study from 7:30 a.m. to 3:30 p.m.

⑤ The school week is from Sunday to Thursday.

⑥We go to the mosque on Friday and rest on Saturday.

➆ The classes are taught in English or Arabic.

➇We have a big swimming pool.

⑨ Each of us has a tablet.

➉We use this device as a textbook.

アーメッド　アラブ首長国連邦

①こんにちは。　私の名前はアーメッドです。

②今日は、私はアラブ首長国連邦のアブダビにある私たちの学校を紹

介したいと思います。

③私たちは学校で制服を着ます。

④私たちは午前 7時 30分から午後 3時 30分まで勉強します。

⑤学校の週は日曜日から木曜日までです。

⑥私たちは金曜日にモスクに行き、土曜日は休みます。

　

➆授業は英語かアラビア語で教えられます。

　

➇私たちは大きなスイミングプールを持っています。

　

⑨私たちのそれぞれはタブレットを持っています。

➉私たちは教科書としてこのデバイスを持っています。　



Unit1 Part2イギリスの中学校生活(p12)

Cartlin the U.K.
　
Hi, I'm Caitlin, from Canterbury, in the U.K.
　
Let me show you my school.
　
We have classes from 8:00 a.m. to 4:45 p.m.
　
My favorite is drama class.
　
In this class, we put on plays or musicals twice a year.
　
Our teachers help us prepare for performances.
　
They teach us acting and speaking skills.
　
They always encourage us.
　
We learn to speak in front of people with confidence.
　
It's also fun.

ケイトリン　　イギリス

こんにちは。私はイギリスのカンタベリー出身のケイトリンです。

あなたに私の学校を紹介させてください。

私たちは午前８時から午後４時４５分まで授業があります。

私のお気に入りは演劇の授業です。

この授業では、私たちは一年に二回、劇やミュージカルを上演します。

私たちの先生たちは私たちが公園の準備をするのを手伝ってくれます。

彼らは私たちに演技と話術を教えてくれます。

彼らはいつも私たちを励ましてくれます。

私たちは自信をもって人々の前で話すことを学美ます。

それは楽しくもあります。



Unit1 Part3　ウェブサイトからわかること（p14）

Kota 
　
Tina
　

　

Eri
　
Hajin
　
Tina
　　

　

　
Eri
　
Tina

　
Kota

What are you looking at?
　
It's a website.
　
It's called “School Life Around the World.”
　
Ms.Brown told us that it was an interesting website.
　
What's on it?
　
Look.
　
Students from across the world introduce their schools.
　
For example, this is a student from the U.A.E.
　

Did you know that the school week is from Sunday to Thursday 
in the U.A.E.?
　
Really? No,I didn't know that.

あなたは何を見ていますか。

ウェブサイトです。

それは「世界の学校生活」と呼ばれています。

ブラウン先生はそれは面白いウェブサイトだと私たちに教えてくれました。

そこには何があるんですか。

見てください。

世界中の生徒たちが自分たちの学校を紹介しています。

例えば、これはアラブ首長国連邦出身の生徒です。

あなたはアラブ首長国連邦では学校の週は日曜日から木曜日までだと

いうことを知っていましたか。

本当ですか。いいえ、私はそれを知りませんでした。


