
中 2　Unit8-Part1 ミュージカルの演目を決めよう
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Which musical should we perform?　

　
I want to do Wicked.
　
Yeah, the songs are nice.
　
How about The Sound of Music?
　
That's good, too.
　
It's still performed all over the world.
　
Yeah. The songs were written by Rogers and Hammerstein.
　
They wrote so many hits.

I think “My Favorite Things” is one of their best.

Why don't we choose our favorite songs and scenes from 
different musicals?　
　
That's a good idea.
　

In any case, we need more people, don't we?　

Let's ask Kota and Hajin.

私たちはどのミュージカルを上演するべきですか？

私はウィキッドをやりたいです。

うん、歌がいいですね。

サウンド・オブ・ミュージックはどうですか？

それもいいですね。

それはまだ世界中で上演されています。

うん。その歌はロジャーズとハマースタインによって書かれました。

彼らはとても多くのヒット曲を書きました。

私は「私のお気に入り」はかれらの傑作の一つだと思う。

異なったミュージカルから、私たちのお気に入りの歌やシーンを選んだ

らどうですか？

それはいい考えですね。

いずれにせよ。私たちはより多くの人が必要ですよね？

コウタとハジンに尋ねてみましょう。



Unit7-Part2　お願い、助けて！
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Kota, Hajin, can you help us?　

　
We need more people.
　
I'm an athlete.
　
I don't know anything about acting or dancing.
　
Actually, the stage makes me nervous!
　
Don't worry.
　
We can practice together.
　
Kota, can you play the trumpet and dance on the stage?
　
Well, I can try.
　
Yes, let's try it.
　
It'll make our performance more exciting!

コウタ、ハジン、私たちを助けてくれませんか？

私たちはより多くの人が必要なんです。

僕はスポーツ選手です。

演技やダンスについてはまったくわかりません。

実際、ステージは僕を緊張させるんです。

心配しないで。

私たちは一緒に練習することができる。

コウタ、トランペットを演奏して、踊ることはできますか？

うーん、やってみることはできます。

そう、やってみましょう。

それは私たちの公演をよりワクワクするものにしてくれるでしょう。



Unit8-Part3 ミュージカルの特訓　

Eri
 
Hajin
 
Eri
 

 

 

 

Kota

Tina
 
Eri
 
Kota

Hajin

Hajin, you blew your lines. 
 
I know, but when I dance, I forget the words! 
 
Kota, the trumpet sounds great, but can you do this? 
 
I want you to move your trumpet from side to side.
 
It's like a dance.
 
That's hard! 
 
Yes,it is. But it'll look great on stage. 
 
OK, from the top, everybody!
 
Why is Eri so strict? 
 
She just wants us to do our best. 
  
Let's give it our best shot! 

ハジン、あなたは自分のセリフを飛ばしていますよ。

わかっています。でも、僕は踊る時に、私は言葉を忘れてしまうんです。

コウタ、トランペットは素敵に聞こえるんですが、こうすることはできますか？

私はあなたに左右にトランペットを動かしてほしいです。

ダンスのように。

それは難しいです！

そうですよね。でも、ステージでそれは素敵に見えるでしょう。

よし、みんな、頭からね！

なぜ絵里はあんなに厳しいんですか？

彼女はただ、私たちに最善を尽くしてほしいだけです。

全力を尽くしましょう。



Unit8-Goal　「私のお気に入り」を紹介しよう

My favorite musical　
　
I want to introduce my favorite musical, Wicked.
　

This musical is based on The Wizard of Oz.　
　
It was first played at a theater in San Francisco in 2003.
　
There are two lead roles in this musiccal.
　
They are witches.
　
Their names are Glinda and Elphaba.
　
They are totally different.
　
On one hand, Glinda is popular, and she is good at making friends.
　
On the other hand, Elphaba is not.
　
She is lonely.
　
But one day they became friends.
　
When no one believed Elphaba, Glinda was always on her side.
　
They trust and understand each other.
　
I think the message behind this story is true.

There is always someone on your side.

私の気に入りのミュージカル

私はお気に入りのミュージカル、「ウィキッド」を紹介したいです。

このミュージカルはオズの魔法使いに基づいています。

それは 2003 年にサンフランシスコの劇場で初めて上演されました。

このミュージカルでは 2 人の主人公がいます。

彼女たちは魔女です。

彼女たちの名前はグリンダとエルファバです。

彼女たちはまったく異なります。

一方では、グリンダは人気者で、彼女は友達を作るのが得意です。

もう一方で、エルファバはそうではありません。

彼女は孤独です。

でもある日、彼女たちは友達になりました。

誰もエルファバを信じなかったとき、グリンダはいつも彼女の味方でした。

彼らはお互いを信頼し、理解しています。

私はこの物語の背後にあるメッセージは真実だと思います。

いつもあなたの味方になってくれる人が誰かいます。



This idea makes me happy. この考え方は私を幸せな気持ちにしてくれます。


