
中 2　英語　本文　＆　本文訳
Unit3 Part1

Tina 
　
Hajin
　

　
Eri
　

　

　

Tina
　
Kota
　

　

Tina
　
Kota
　
Tina

Do you have any plans for the summer, guys?
　

I'm going to stay here.　
　
I have a basketball tournament.
　
I'm going to visit my cousins in Okinawa.
　
How about you, Tina?
　
What are you going to do?
　
I'm going to stay with my grandparents in New York.
　
New York? I'd like to go there someday.
　
I want to see the Statue of Liberty.
　
Why don't you come to New York with me?
　
Are you kidding?
　
No, I'm serious.

あなたたちは夏に何か予定はありますか？

私はここにとどまるつもりです。

私にはバスケットボールのトーナメントがあります。

私は沖縄にいる私のいとこを訪れるつもりです。

ティナ、あなたはどうですか？

あなたは何をするつもりですか？

私はニューヨークにいる、私の祖父母と滞在するつもりです。

ニューヨーク？私はいつかそこに行ってみたいです。

私は自由の女神像を見たいです。

私と一緒にニューヨークに来ませんか？

冗談でしょう？

いいえ、私は真剣です。
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Hi, Kota. How are you?　

Are you ready for your trip?
　

Did you finish packing?　

　
I'm enjoying my time with my grandparents.

They say hi to you.
　

By the way, when will your flight arrive?　
　
We'll meet you at the airport.

Grandpa says it will be a hot summer.,

so don't forget your hat and sunglasses.

Take care,　
　
Tina

こんにちは、こうた。元気ですか？

あなたは自分の旅行の準備はできていますか？

あなたは荷物の詰め込みを終えましたか？

私は自分の祖父母との時間を楽しみにしています。

彼らはあなたによろしくと言っています。

ところで、いつあなたの飛行機は到着するんですか？

私たちは空港であなたに会うつもりです。

祖父は暑い夏になるだろうと言っています。

だから、あなたの帽子とサングラスを忘れないでください。

お気をつけて。

ティナ
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Passengers flying on COL101 to New York, please go to 
Gate 33 for boarding.

Wellcome to the Big Apple!　
　
I'm in New York! I can't believe it.
　

I'll put your suitcase in the car, OK?　

　
Thank you, Mr.Rois.
　
If you're tired, we can drive straight home.
　
Thanks,but I'm fine.

If you're hungry, we can go for a pizza on the way home.
 
That sounds great. I'm starving!

COL101 でニューヨークに飛んでいる乗客は、搭乗のためにゲート 33 に

行ってください。 

ようこそ、ビッグアップルへ！

私はニューヨークにいます！私はそれが信じられません。

私は車にあなたのスーツケースを入れます、いいですか？

ありがとう、ロイスさん。

もしあなたが疲れていたら、私たちはまっすぐに家に運転出来ます。

ありがとう、でも私は元気です。

もしあなたがおなかがすいているなら。私たちは家へ向かう途中でピザ

を買いに行くことができます。

それは素晴らしいですね。私はおなかがペコペコです。
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