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Unit4 Part1 どこに行きたい？
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What do you want to see in New York?
　
I want to see the Statue of Liberty.
　

I also want to see a musical and go to Central Park.　

OK, let's make a plan.
　

Here's the Statue of Liberty.　
　

It's on Liberty Island.　
　
How do we get there?

Is there a ferry to the island?
　
Yes,there is.
　
It leaves from Battery Park.
　　
That sounds good!
　
Let's check out the theater next.
　　
There are a lot of theaters on Broadway.

I want to see Aladdin!

あなたはニューヨークで何を見たいですか？

私は自由の女神像を見たいです。

私はミュージカルも見たいし、セントラルパークも行きたいです。

分かりました。計画を立てましょう。

ここは自由の女神像です。

それはリバティーアイランドにあります。

どうやって私たちはそこに行くんですか。

島に向かうフェリーがあるんですか？

はい、あります。

それはバッテリーﾊﾟｰｸから出発します。

それは良いですね。

次は劇場をチェックしましょう。

ブロードウェイにはたくさん劇場があります。

私はアラジンを見たいです。



Unit4 Part2　自由の女神像の豆知識
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Look! It's the Statue of Liberty!
　

It's 93meters tall and 225 tons in weight.　

What is she holding in her right hand?
　
She's holding a torch.
　

In the past, the torch guided ships at night.　

How interesting!
　

Tina, show me the leaflet.　

This tells you the history of the statue.

見てください。それが自由の女神像です。

それは高さ９３メートルで、重さ２２５トンです。

彼女は自分の右手に何をかかげていますか？

彼女はたいまつをかかげています。

過去には、たいまつが夜に船を誘導しました。

なんて面白いんだ。

ティナ、私にリーフレットを見せてください。

これはあなたにその像の歴史を語ります。
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After the musical:
　
That was a great show!
　
The English was difficult, but I enjoyed it.
　

Good. Let's buy Eri this pamphlet.　
　
She'll love it.
　
Sure.

New York is amazing.　
　
There are so many fun things to do here.

Yes. If you want, you can come back anytime.
　
You're always welcome here
　
Now you have a place to stay.
　
Thank you. I'll be back.
　
Let's get something to eat.

ミュージカルの後：

あれは素晴らしいショーでしたね！

その英語は難しかったですが、私はそれを楽しみました。

いいですね。エリにこのパンフレットを買いましょう。

彼女はそれが大好きでしょう。

もちろんです。

ニューヨークはすごいですね。

ここにはするべき楽しいことがとてもたくさんある。

はい。もしあなたが望むなら、あなたはいつでも戻ってくることができるよ。

あなたがいつでもここに来ることを歓迎しますよ。

今ではあなたは滞在する場所があります。

ありがとう。戻ってきますよ。

何か食べ物を手に入れに行きましょう。



Unit4-Goal
Central park is a green oasis in the center of New York City.
　
It's very big and very popular! There are so many things to do there.
　

First of all, it is a wonderful place to enjoy nature.　
　
All four seasons are beautiful in Central Park.
　

When the weather is nice, you can rent a bicycle and ride around.　

Also, you can play many kinds of sports, for example, tennis, 
basketball,and volleyball.
　

In winter, there is an ice-skating rink.　
　
Central Park is great for art and music lovers,too.
　
The Metropolitan Museum of Art is a large art museum.
　
If you like music, you can see free concerts at the outdoor theater.

　
There is a famous mosaic at Strawberry Fields.
　
There are many more attractions,such as a zoo, a castle, and horse carriage
rides.

If you visit Central Park, you will have a great time!

セントラルパークはニューヨーク市の中心にある緑のオアシスです。

それはとても大きくて、とても人気があります！そこにはとても多くのする

べきことがあります。

まず初めに、それは自然を楽しむ素晴らしい場所です。

四季はすべて、セントラルパークの中では美しいです。

天気が良いとき、あなた方は自転車を借りて、周りで乗ることができます。

あなたはたくさんの種類のスポーツ、例えば、テニスやバスケットやバ

レーボールなどもすることができる。

冬にはアイススケートのリンクがあります。

セントラルパークは芸術や音楽好きにとっても素晴らしいです。

メトロポリタン美術館は大きな美術館です。

もしあなたが音楽が好きなら、あなたは野外劇場で無料コンサートを見る

ことが出来る。

ストロベリー・フィールドには有名なモザイク画があります。

　

動物園やお城、馬車など、より多くの見どころがあります。　

　

もしあなたがセントラルパークに訪れたら、すばらしい時間が過ごせるで

しょう。



Daily Life Scene4
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Excuse me.
　

Could you tell me the way to the Metropolitan　 

Museum of Art?　

　
Take the subway and gett off at 86th Street.
　
I see.
　
How can I get to a subway station near here?

Go straight along this street.
　

51th Street Station is on the left.　

How long does it take to get to 51th Street?
　

It takes about 10 minutes.　

Thank you.　
　
You're welcome.                                   

すみません。

メトロポリタン美術館への行き方を教えていただけますか。　

　

地下鉄に乗って、86 番通りで降りてください。

分かりました。

この近くの地下鉄の液にはどうやって行けばいいですか？

この通りに沿ってまっすぐ行ってください。

51 番通り駅が左側にあります。

51 番通りへ着くのはどれくらいかかりますか。

約 10 分くらいかかります。

ありがとうございます。

どういたしまして。


