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・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。本冊子

の著作権は発行者である David Thayneにあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙） との間で

の契約です。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊子に含

まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動 

およびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。 

また電子メディアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特

に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます。 

甲は自らの所属する会社や組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用で

きるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、 

乙は甲に対し違約金を請求する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、 

乙は使用承諾に関する契約を解除することができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、 

この情報により甲に損害が生じても、乙は一切の責任を問われません。 
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はじめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

セインです              

 

もうすぐ GW がやってきますね♪ 

毎年旅行に行かれてた方も 

多いのではないでしょうか✨ 

 

コロナの影響でなかなか外出できない日々が 

続いていますが、 

 

今年こそコロナも落ち着いて、 

海外旅行にも行けることを願って✨      
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世界中の英語講師に協力を頂き、 

 

海外旅行にも役立つ       

『世界一周トラベルマニュアル』を 

作らせていただきましたよ               

 

 

海外旅行で使える英会話はもちろん、 

世界のおすすめスポットや体験も紹介しているので 

 

ガイドブックとして使ったり、 

旅行の計画などにも役立ちますよ♪       

 

 

ぜひこの世界一周トラベルマニュアルで 

ワールドワイドな世界を体感してみてくださいね☆ 
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そして英語を使い、 

実際に世界で活躍している仲間が 

メッセージも送ってくれました♪ 

 

 

世界の人々となかなか触れ合えない今、 

新しい世界を感じて頂ければと思います✨     

 

 

ぜひ英語を使い世界を飛び回る体験も 

聞いてみてくださいね♪       

 

 

世界にはまだまだ知らない世界が 

たくさんありますね               

 

 

英会話は世界とつながる架け橋♪ 

        Let's Smile English          
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世界で活躍してるファミリーからのメッセージ 
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https://youtu.be/zjpOmtTKQD4
https://youtu.be/qhxxvelXCzg
https://youtu.be/9gGlTBL5z7U
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https://youtu.be/9gGlTBL5z7U
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https://youtu.be/toE-x8gH5Xg
https://youtu.be/qhxxvelXCzg
https://youtu.be/9gGlTBL5z7U
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I’m Chris from New York. 

Hello! ぼくは NY に住んでる Chris だよ 

！ 

 

 

さあ自由の国アメリカのあるアメリカ大陸を案内しよう！ 

 

Hello! 

 

Let's go to America, the land of freedom! 

アメリカ大陸 

 

 

 

 

エンターテイメントで溢れる大都会から 

地球の神秘を感じられるような大自然まで 

色々あるアメリカ大陸から 

まずは冒険していこう♪ 
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Nice! 
Are you looking for something? 

 

 

 

 

 

≪グランビル・アイランド≫ 

I am thinking of going to Granville Island today! 

You can find many Canadian foods 
and Folk craft shops there.  

 
There is also a craft beer factory, too! 

I want to get some souvenirs. 

ワンポイントアドバイス 
Looking for... 
... を探している という意味になります I'm looking for a station.  

『駅を探しています』など使えますよ♪  

今日はグランビルアイランドに行こうと思っているんです 

いいですね！何か欲しいものあるんですか？ 

お土産を買いたいんです 

ここはカナダの食品や民芸品のお店もいっぱいありますし 

地ビールの工場もありますよ！ 

Hi, there! 

 

hai 

 

ハイ ゼア 

 

造船所として使われていた小さな半島で 

今では「パブリックマーケット」として賑わっています 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_canada_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_canada_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_canada_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_canada_Y_02.mp3
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わぁ なんて綺麗な公園なんだ！ 

Wow, what a beautiful park. 

 

 

 

 

It takes about 
1 hour to go around. 

ワンポイントアドバイ
It takes about… 
時間が大体どれくらいかかるのかを表現するときに便利なフレーズ！ 

 It takes about a day. で 『約 1 日かかる』となりますよ☆ 

≪スタンレー公園≫ 

Lots of people are coming here 
 

to relax and enjoy themselves 
throughout the year. 

ここは一年を通して多くの人が訪れます！ 

みんなリラックスして楽しく過ごしてるよ♪ 

1 時間くらいで一周できますよ！ 

ダウンタウン西部にある公園で 

針葉樹が美しく一年を通して多くの人が訪れ 

海や町並みなど色々な景色を楽しめますよ♪ 

 

自転車で一周したら気持ちよさそうですね♪ 

It must feel good to cycle 
around the park. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_canada_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_canada_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_canada_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_canada_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_canada_Y_04.mp3
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 By the way, make sure to bring earplugs 

 

Why don't you bring a camera? 

Are you excited? 

as the boat noise could be really loud. 

 

 

 

                               

 
≪野生のワニツアー≫ 

I booked an airboat tour to see 
wild alligators in Miami. 

Oh, that's good to know. 

ワンポイントアドバイス 
Why don't you...? 
提案を表すときに良く使われます Why don't you come with me? 

『私と一緒に来たらどうですか？』となります 

How’s it going? 
ハウズ イッ ゴーイン 

マイアミで野生のワニが見れるボートツアーを予約しました 

楽しみですか？ 

耳栓を持って行くと良いですよ！ 
ボートの音がかなり煩わしいかもしれないから！ 

いいことを聞きました！ありがとう！ 

湿地帯を耳栓必須のとっても煩いボートで走り 

野生のワニを探しに行きます☆ 

３０ｃｍほどの子ワニを抱っこできますよ！ 

 

カメラを持って行ったほうがいいですね！ 

 

What else should I bring? 
他に何か持って行くといいものはありますか？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_02.mp3


 

| 12 | David Thayne All Rights Reserved              

 

 

Mammoth Cave is famous for 

the longest cave system 

known in the world. 

The total length should be 

more than 600 km. 

 

 How long is the cave? 

≪マンモスケーブ国立公園≫ 

What is Mammoth Cave 
National Park famous for? 

ワンポイントアドバイス 
○○ is famous for ... 
『○○は…で有名』というフレーズです 

お住まいの地域の有名なものを紹介するときにも使えるよ♪ 

世界最長の洞窟群と 

緑豊かで起伏の激しい 

グリーン・リバー・バレーの 

一部が含まれています 

公園の名である「マンモス」は 

広大な部屋と 

複雑な迷路に由来します 

世界最長の洞窟群が有名です 

全長 600km 以上です！ 

洞窟の長さはどれくらいありますか？ 

マンモスケーブ国立公園では何が有名ですか？ 

 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_04.mp3
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Then I will take you to one of the 

best Tex-Mex restaurants in town! 

What do you say? 

 

 

 

≪Tex-Mexテキサス州≫ 

I love cilantro! 

What is Tex-Mex? 

ワンポイントアドバイス 
What do you say? 
こちらの提案に対してどうですか？と相手の意思を問うときに使います♪ 

『あなたは何と言う？』ではないので要 Check！ 

テキサスはメキシコとの国境に面しているので 

Tex-Mex というジャンルの食べ物があります☆ 

 

テクス・メクス料理とはなんですか？ 

Tex-Mex is a blend of Texas 

and Mexican Cuisine. 

Can you eat cilantro though? 

The food often has cilantro in it so. 

テキサスとメキシコのフュージョン料理です！ 

パクチーは食べれますか？ 

じゃあこの街で一番美味しいテクス・メクス料理のお店に連れて行きましょう！ 

パクチーはたべられます 

どうでしょう？ 

テクス・メクスにはよくパクチーが入っていますよ！ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_06.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_america_05.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_05.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_america_Y_06.mp3
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You definitely should 

try snorkeling and diving there! 

Hola! 

 

 
 

 

 

  

 

≪セノーテ≫ 

A Cenote is a naturally occurring spring  

that is a sinkhole filled with groundwater.   

What kind of activities would you recommend? 

There are so many beautiful Cenotes in Mexico. 

ワンポイントアドバイス 
Definitely 
ネイティブが『絶対に』と強調する良く使う単語で 

耳にすることも多いですよ☆ 

シュノーケリングやダイビングは絶対した方がいいですね 

セノーテではどんなアクティビティーがオススメですか？ 

自然にできた泉で 

どこまでも続く色鮮やかな青さが最大の魅力 

セノーテは自然にできた陥没穴に地下水が溜まった天然の泉ですよ 

オラ 

メキシコにはセノーテがたくさんありますね 

But how were Cenotes formed? 
でもセノーテってどうやってできたのでしょう？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_mexico_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_mexico_02.mp3
https://youtu.be/owKhIijYnMA
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_mexico_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_mexico_Y_02.mp3
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It contains a lot of dietary fiber 

which improves intestinal balance, 

 
And reduces symptoms such as constipation 

 and diarrhea. 

Even doctors would recommend it. 

 

I am thinking of going to Granville Island 

≪ノパル≫ 

I have never tried Nopal.  

ワンポイントアドバイス 
I have never tried... 
一度も試したことない！という意味です 

新しい国では食べたことも見たこともないものばかりですよね！ 

是非覚えておきましょう 

 

とても栄養価の高い食用サボテンです☆ 

主に多くの食物繊維が含まれていて 

腸内の環境が整えられるので 

便秘や下痢などの症状が軽くなります！ 

ノパルはべたことないなぁ 

ノパルにはどんな効果がありますか？ 

What are the health benefits of Nopal? 

食物繊維が多く含まれているので腸内環境を整えたりしますよ！ 

あとは便秘や下痢などの症状が軽くなります！ 

医者もお勧めします！ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_mexico_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_mexico_Y_03.mp3
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a million tourists to the city for the 

There are samba parades. 

Olá 

You can buy tickets starting from $20 

To start, we welcomed nearly 

 
carnival. 

 

 

to see the parades. 

 

≪リオのカーニバル≫ 

They say that the Carnival in 

Rio de Janeiro is the world's biggest party. 

OK, and what are the main events? 

ワンポイントアドバイス 
They say that... 
『...と言われている』というフレーズで 

誰が言っていたか明確ではないけれど、このように言われているよ！ 

というときに使うことができます＾＾ 

年に 1度のブラジル最大のお祭りです 

サンバを踊ったり友達みんなで集まったり 

大変盛り上がるフェスティバルです♪

https://youtu.be/owKhIijYnMA ェステ

ィバルです 

 

サンバのパレードです！ 

パレードを見物する入場券は 20 ドルから買えますよ 

すごいですね！一番の見どころは何ですか？ 

100 万人近くの観光客が集まってくるんですよ！ 

But what makes it so special? 
リオのカーニバルって世界最大級のお祭りですよね！ 

どんなところがすごいのですか？ 

オラ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_brazil_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_brazil_02.mp3
https://youtu.be/4lfI7XiYfz4
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_brazil_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_brazil_Y_02.mp3
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 It is the fruit from palm trees.  

They are often used 

in beverages such as smoothies and juice. 

Also, a lot of supplements and cosmetic 

products are produced with Acai. 

 

 

  

≪アサイー≫ 

What is the Acai berry?  

 How do you usually eat this? 

ワンポイントアドバイス 
A lot of ... 
『たくさんの』という意味で many と同じ役割をします♪ 

数えられるものに対して使い 

数えられないものには Much を使いますよ！ 

ポリフェノール・食物繊維・カルシウム・鉄分 

ビタミン Bなどが含まれ栄養値がとても高く 

美肌に、老化防止に、視力向上に良いとのこと 

アサイーってどんなものですか？ 

アサイヤシの木でなる果物です 

普段はどのようにして食べますか？ 

スムージーやジュースとかの飲料に加えます 

サプリメントとか美容製品の成分になったりもしてますよ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_brazil_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_brazil_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_brazil_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_brazil_Y_03.mp3
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It is a religious and cultural festival 

in Oruro, Bolivia. 

It has been celebrated since the 

18th century. 

 

 

I

 ≪オルーロのカーニバル≫ 

What is Carnival de Oruro all about? 

 Really! I see. 

ワンポイントアドバイス 
What is it all about? 
それっていったい何のことなの？と全く想像がつかないことについて 

all about をつけることで『一体何？』というニュアンスになります 

へぇ！そうなんですね！ 

信仰と文化の融合したお祝いでボリビアのオルーロで開催されています 

18 世紀にはじまったお祭りなんですよ 

オルーロのカーニバルっていったいどんなものですか？ 

 

 

 

Buenos dias 

ブエノス・ディア 

元々は先住民族であるアイマラ族や 

キリスト教の聖母マリア信仰と結びつき 

この創造の母に捧げるものとして始まったとされています 

世界無形文化遺産に登録されており 

 

ケチュア族が持っていたパチャママ(地母神)信仰が 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_bolivia_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_bolivia_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_bolivia_Y_01.mp3
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Oh, those were taken in 

Salar de Uyuni in Bolivia. 

At certain times of the year, 

nearby lakes overflow and a thin layer of water 

transforms the salt flats into a stunning 
reflection of the sky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ウユニ塩湖≫ 

 
 

 

Where did you take these incredible photos? 

But how you took 
those amazing photos there? 

数百万年前にアンデス山脈が隆起した際 

海底が海水ごと持ち上げられた場所 

 

 

 

流れ込む川がないため 

海水が干上がるとたちまち辺り 

一面真っ白な塩に覆われ 

世界にも珍しい光景が見られます 

年に何度か 

周りの湖の水があふれだしてきて 

塩原に水が張って湖面に空全体が映ってるんです！ 

どうやったらこんな不思議な写真が撮れるのですか？ 

ボリビアのウユニ塩湖で撮りました 

このものすごい写真はどこで撮ったんですか？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/America_bolivia_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/America_bolivia_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_bolivia_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/america_bolivia_Y_03.mp3
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Nice to meet you. I'm Sofia. 

By the way, I can speak four languages. 

I'm from Paris, the city of flowers. 

It's normal in Europe! 

 

 

ヨーロッパ大陸

Hello, Sofia. 
That's very reassuring. 

こんにちはソフィアとても心強いです！ 

こんにちはソフィアです 花の都のパリ出身です

♪ 私は 4 か国語話せますが 

これはヨーロッパでは普通のことなのですよ♪ 

次はヨーロッパです♪ 
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That's right.  

 

 

Bonjour 

You can drink wine at the Water station! 

If you complete the race,  
you receive a bottle of wine too! 

 

ワンポイントアドバイス 
I heard... 
『...と聞いたんだけど』『...なんだって？』と言いたいときに 

使えるフレーズですよ☆ 

≪ワイン祭り&ハーフマラソン大会≫ 

I heard there is a 
Marathon event as well in this festival. 

ブルゴーニュ地方で開かれる 

フランスで最も有名なワイン祭り 

ストリートパフォーマンスやパレードも繰り広げられ 

にぎやかな雰囲気になりますよ♪ 

ボンジュール 

 

このお祭りではマラソンア大会も行っているんですね！ 

They say it is a very unique Marathon event... 
他とは違うと聞きましたが… 

そうなんです！ 

実は給水所でテイスティングができるんですよ♪ 

ゴールしたら参加賞でワイン 1 本が貰えます☆ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_France_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_france_Y_01.mp3
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You can see a 

 

 It is only a 30 minutes train ride. 

so that you learn as much as possible about Versailles. 

I strongly recommend to use guide or audio guide 

gorgeous palace and a garden. 

 

 

ワンポイントアドバイス 
As much as possible 
直訳すると『可能な限り』 

『できるだけ』などと使うこともできますよ♪ 

≪ヴェルサイユ宮殿≫ 

 

What can I see there? 

How far is Palace of Versailles from Paris? 

世界で最も華麗な宮殿と言われる 

フランス「ベルサイユ宮殿」 

豪華絢爛な貴族の生活が繰り広げられていた 

宮殿や広大な庭園は 

現代に生きる私たちが見ても 

息を飲む美しさ！ 

ベルサイユ宮殿はパリからどれくらい離れてますか？ 

豪華絢爛な宮殿と庭が見られます！ 

ガイドツアーかオーディオガイドを使うと 

ベルサイユについての色んな知識を学べるのでオススメですよ！ 

べルサイユ宮殿にはなにがありますか？ 

電車で 30 分くらいです 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_France_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_France_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_france_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_france_Y_03.mp3
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Yes, Buckingham Palace is 

Sure!  

the Queen's residence in London. 

Of course, she has other residences too. 

 

 

Does the Queen live 
at Buckingham Palace? 

ワンポイントアドバイス 
Of course 
もちろん という意味ですね！同意するときや提案に乗るときなど 

様々なシーンで使えますのですらすらと言えるようにしましょう♪ 

 

≪バッキンガム宮殿≫ 

Can we see the ceremony of the Changing of 

Good afternoon 

the Guard at Buckingham Palace? 

イギリスのロンドンにある宮殿で 

外周護衛を担当する近衛兵の 

交代儀式を見物できます 

宮殿の屋上に 

王室旗が掲げられている時は 

王または女王が在宅 

イギリス国旗なら不在を示しています 

グッドアフタヌーン 

そうですよ！バッキンガム宮殿はイギリス王室の公式のお住まいなのです♪

ね もちろん他にも別邸がありますよ 

バッキンガム宮殿には女王様が住んでいるんですか？ 

もちろんです！ 

バッキンガム宮殿へ近衛兵の交代式を見に行きませんか？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_UK_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_UK_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_england_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_england_Y_02.mp3
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Yes, it is a part of the cabbage family.  

 I am growing Kale in my garden.  

 

 

It is not as bitter as I imagined. Delicious! 

ワンポイントアドバイス 
A part of ... 
『...の一部』という表現ですが 

このように『...の仲間』等と使うこともできますよ♪ 

≪ケール≫ 

Kale? Is that vegetable? 

青汁のもととなるケールはあまり苦くなく 

スープやシチュー・サラダとして食べられます 

食物繊維はごぼうの 3.5倍 

カルシウムはキャベツの 5倍と言われていて 

ビタミンやミネラルも豊富！ 

I see.  

Is it this green vegetable in this salad? 
そうなのですね！ 

もしかしてこのサラダに入ってる緑の野菜ですか？ 

思ったより苦みがなくて美味しいですね！ 

キャベツの仲間です♪ 

ケール野菜ですか？ 

私は庭でケールを育てています 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_UK_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_UK_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_england_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_england_Y_03.mp3
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La Tomatina is a food fight festival 

Definitely. 

 

 Hola! 

but it attracts more than 20,000 visitors for this festival. 

 

at each other on that day. 

Approximately 9000 people live in this town,  

They throw 145 tonnes of tomatoes 

 

held in Spain every August. 

 

 

ワンポイントアドバイス 
Held in... 
『...で開催される』という意味です 

フェスティバルの情報などでよく耳にするフレーズですよ♪ 

≪トマティーナ≫ 

What is La Tomatina? 

Is it very popular? 

役場の号砲を合図に開始されるトマトを投げ合うお祭り 

祭りの間だけは世界中から街の人口の倍以上の人が集まり 

互いに熟したトマトをぶつけ合う有名なお祭りです♪ 

街中には潰されたトマトの湖さえ出来上がります 

オラ！ 

とっても人気です！ 

街の人口は 9 千人ほどですが 

2 万人ほどの観光客が祭りの期間に集まりますよ！ 

145 トンものトマトを投げ合います！ 

とても人気ですか？ 

毎年 8 月にスペインで催されるトマトを投げ合うお祭りですよ 

トマティーナとは何ですか？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Spain_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Spain_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_spain_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_spain_Y_01.mp3
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Have you tried Gazpacho? 

It is refreshing and cooling. 

It is cold tomato soup widely eaten 
in Spain during hot summer. 

I can give you the recipe if you like it. 

So it is perfect food for this kind of weather. 

 

 

 

ワンポイントアドバイス 
Refreshing 
さっぱりしている と言いたいときに使えますよ♪食事だけで

なく、シャワーの後や運動の後などにも使うことができます♪ 

≪ガスパチョ(トマトの冷製スープ) ≫ 

It's too hot to eat today. 

Mmmm, yummy. 

トマトをメインに 

まさに飲むサラダ！ 

マリネした野菜を一晩寝かせることで 

まろやかな味わいに仕上がる 

オリーブオイルをたっぷりと使い 

ガスパチョを飲んだことはありますか？ 

暑すぎて食欲が出ませんね 

スペインのトマトの冷製スープでとっても夏向きですよ 

おかわりしてもいいですか？ 

さっぱりしてて涼し気だからこんな暑い日にピッタリですよね 

よかったらレシピをどうぞ♪ 

Can I have some more? 
美味しそうですね！ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Spain_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Spain_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_spain_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_spain_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_spain_Y_04.mp3
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We use them at the Carnival of Venice. 

It begins at the end of February 

Ciao 

as the dates for Easter changes. 
The exact dates change each year  

and ends on the beginning of March. 

It is annual festival held in Venice and 
the festival is famous for its elaborate masks. 

 

 

た

≪ベネチアのカーニバル ≫ 

Those masks are surely remarkable. 

When is the Venice Carnival? 

ワンポイントアドバイス 

End of ○○ / Beginning of ○○ 
○○の終わり/○○の始まり を表し 

○○には通常は時期を表す「季節」「月」等が入ります 

大体 2 月後半から 3 月の上旬にかけてです 

 

カーニバルはいつ開催されるんですか？ 

世界三大カーニバルの一つ 

カーニバルとは日本語で言う謝肉祭の事 

当時は宗教的な部分が多かったのですが 

現在は仮面を付けて自由に参加できる 

非常に賑やかなカーニバルになっています 

イースターの日付けによって毎年変わるんですよ 

ベニスのカーニバル用ですよ 

毎年ベニスで行われるお祭りで手の込んだ仮面で有名なんです！ 

What are they for? 
すごく綺麗な仮面ですね！何に使うのですか？ 

チャオ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Italy_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Italy_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_italy_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_italy_Y_01.mp3
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tossing two coins means you’ll return and fall in love,  

tossing one coin into the Trevi Fountain 

According to legend,  

and tossing three coins means you’ll return, 
find love, and marry. 

means you’ll return to Rome, 

 

 

 
≪トレビの泉≫ 

Why are people throwing coins 
into the Trevi Fountain? 

I see. 

ワンポイントアドバイス 

According to legend... 
伝説(言い伝え)によると… を表します。歴史的な場所や、神話な

ど、ガイドさんの言葉に耳を傾けると結構聞くこともありますよ！ 

後ろ向きにコインを泉へ投げ入れると 

願いが叶うという言い伝えがあり 

投げるコインの枚数によって 

願いが異なるとされています 

投げられたコインは半分が 

カトリック系チャリティ団体に 

寄付されていますよ！ 

I'll toss one coin, then! 

言い伝えがあるのです 

そうなんですね 

ローマに戻ってくるために 1 枚投げましょう！ 

１つめのコインはローマに戻って来れるように 

２つめのコインはローマに戻って来て誰かと恋に落ちる 

３つめのコインは戻って来て恋に落ちて結婚できると言われています 

どうしてトレビの泉にコインを投げ入れるのですか？ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Italy_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_italy_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_italy_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_italy_Y_04.mp3
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 Guten tag 

 

 

 

 

 

≪クリスマスマーケット≫ 

 

Do you know that Christmas 

Oh! I had no idea. 

You can find traditional Christmas sweets, 

ワンポイントアドバイス 
I have no idea. 
I don't know.ばかり使ってないですか？『知らない』は I have no idea.

とも言えます！こちらは 全く知らない というニュアンスです 

それは知りませんでした！ 

クリスマスのスイーツだったり 

Christmas ornaments. 
ホットワインに色んな種類のクリスマスデコレーションもありますよ！ 

What can I find in the Christmas market? 
クリスマスマーケットは何があるんですか？ 

market in Germany is considered as  
the first genuine Christmas market in the world? 

実はドイツのクリスマスマーケットがクリスマス発祥の地なんですよ 

マーケットではみんな 

肉料理を食べたりお菓子を食べたり 

ホットワインを飲んだりします♪ 

一般家庭も窓からサンタクロースの 

飾りやイルミネーションを 

吊るしていますよ☆ 

グーテンタッグ 

hot mulled wine and many kinds of 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Germany_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Germany_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_germany_Y_01.mp3
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≪ノイシュバンシュタイン城≫ 

Is it possible to go 

ワンポイントアドバイス 
No photography is allowed. 
このサインを見たら『撮影禁止』ですので 

カメラを持っていると注意されるかも！？ 覚えておくと便利ですね♪ 

オリジナルのディズニーランドや 

 
香港ディズニーランドにある 

モデルの一つとしても知られています 

眠れる森の美女の城の 

ガイドツアーに申し込んだ人だけが入れますよ♪ 

ノイシュバンシュタイン城はお城の中の見学も出来きるのですか？ 

And remember no photography is allowed 

the palace can only be visited with a guided tour. 

For security reasons, 

inside the castle. 
城内は撮影禁止です！ 

カリフォルニアにある 

 

Inside Neuschwanstein Castle? 

警備の関係で 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Germany_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_germany_Y_02.mp3
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≪サンタクロース村≫ 

I hear Santa Claus lives in Finland. 

What can you do there? 

You can visit Santa Claus in Santa Claus Village. 

Of course, you can see Santa Claus and 

ワンポイントアドバイス 
Remarkable 
素晴らしい！と表現したいときに使える Wonderful 以外の表現です♪

『優れた』『目立った』等の意味も込められていますよ！ 

Päivää 
パイヴァー 

世界中から年間何十万人もの人々が訪れる 

フィンランド随一の観光スポットです 

サンタクロース村では 

毎日サンタクロースに会うことができ 

記念撮影も可能ですよ♪ 

to visit with Santa's post office, ice skating, and reindeer sleighing.  

 

 take a picture with him. 

サンタの郵便局があってアイススケートもあってトナカイぞりに乗ったりもできます！ 

 

 

 

そこでは何が出来るのですか？ 

もちろんサンタにも会えますし一緒に写真も撮れるんですよ♪ 

サンタクロース村に行くと会えますよ♪ 

サンタクロースはフィンランドに住んでると聞いたことがあります 

It is truly a remarkable place 
そこは本当に素敵な場所で 

 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Finland_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Finland_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_02.mp3
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≪リコリス(世界一まずいと言われる飴) ≫ 

What is that black thing? 

it has very strong smell. 

It's salmiakki liquorice. 

Well,  

ワンポイントアドバイス 
Awful 
『ひどい』『すさまじい』『恐ろしい』などのネガティブな意味の単語です 

That's awful.『それはひどいね』など使えますよ！ 

炎症を抑える作用があり 

関節炎や気管支炎などの 

慢性的な症状の緩和にも役立つそうですよ 

現地ではのど飴のような感覚で 

普段から持ち歩いている人も多いです

 

サルミアッキ・リコリスといいます 

その黒いものは何ですか？ 

Do you want to try it? 
食べてみますか？ 

I am not sure if I like it. 

おぉ 結構匂いがしますね！ 

あんまり得意ではないかもしれません 

Wow... 

世界で一番不味い飴って呼ばれるくらいですからね！ 

it is described as the most awful 
taste candy in the world. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Finland_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Finland_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_04.mp3


 

| 33 | David Thayne All Rights Reserved              

 Hoi 

 

 

 

 

≪ファスナハト≫ 

That would be the Carnival of Basel 

What is the biggest carnival in Switzerland? 

ワンポイントアドバイス 

The biggest 
『最も大きい』と表したいときに使いましょう 

反対は『もっとも小さい』the smallest ですよ！ 

ホイ 

バーゼルで開催されるスイス最大のカーニバル 

毎年灰の水曜日の翌週月曜から 

3日間にわたり開催される 

1万人～1万 8千人のマスクを付けた楽団が 

カラフルな紙吹雪をまき散らしながら市内各所を回る 

スイス最大のお祭りはなんですか？ 

それならバーゼル・ファスナハトのカーニバルですね！ 

毎年 2 月下旬から 3 月の間に開催されますよ 

1 年で一番興奮する 3 日間です！ 

which takes place annually 
between February and March in Basel. 

For many locals, 

it is often considered as the 
three most exciting days of the year. 

地元の人にとっては 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Switzerland_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_switzerland_Y_01.mp3
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≪セノビス≫ 

Oh, this? This is Cenovis. 

Cenovis is a product based 

What are you spreading 
on your bread? 

Is it nice? 

ワンポイントアドバイス 
Spread 
『展開する』の意味がありますが食べ物で spread と言うと 

ジャム・クリームチーズ・ピーナッツバターなど 

パンにつけるものを指します♪ 

酵母と発酵野菜を主原料とした 

濃い茶色のペースト状のもので 

その微妙な味は納豆の様に 

はっきりと賛否が分かれます 

Here try some. 

美味しいですか？ 

セノビスの主原料はビールの酵母なんですよ♪ 

ぜひ食べてみてください 

これはセノビスです 

パンに何を塗っているのですか？ 

on yeast extract. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Switzerland_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Europe_Switzerland_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_switzerland_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_switzerland_Y_03.mp3
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How are you doing? Welcome to Africa! 

I'm Lucas from South Africa. 
 

 

 

アフリカ大陸

Nice to meet you, Lucas!  

アフリカ大陸にようこそ！ 

はじめましてルーカス！ 

僕は南アフリカ出身のルーカスです 

I'm looking forward to learning about 

a lot of things from you. 

色々教えてもらうのが楽しみにです 

動物がたくさんいるアフリカ大陸！ 

色んな動物がいるかな！とても楽しみです♪ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/europe_finland_Y_04.mp3
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عليكم السالم  

 

 

   

I have seen so many photographs 

Unfortunately, no, 

ワンポイントアドバイス 
I am so excited! 
ワクワクしてるよ！大興奮！楽しみ！ などを表すフレーズで 

旅行のときには大活躍すること間違いなし 

≪３大ピラミッド≫ 
アッサーラム・アライクム  

 

ギザの砂漠にある 3つのピラミッドの総称で 

すぐ近くに位置するスフィンクスとともに 

エジプトのシンボルともなっています 

古代エジプト王の墓陵とされており 

その歴史は紀元前 2500年ごろにまで遡ります 

of the Pyramids of Giza  

and I am so excited to finally see them with my own eyes! 

Are we allowed to climb the pyramids? 

今までギザのピラミッドは写真でたくさんみてきましたが 

残念ながらできません 

それがとうとう自分の目の前で見れる日が来たなんて大興奮です！ 

ピラミッドは登れますか？ 

you are not legally allowed to 

ギザのピラミッドを登るのは法律で禁止されているんです 

climb the Great Pyramid of Giza. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/pyramid.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_egypt_Y_01.mp3


 

| 37 | David Thayne All Rights Reserved              

 

 

 

 

≪フール≫ 

What is a typical Egyptian breakfast? 

And how do you eat it? 

We eat fūl , 
which is the dried broad beans. 

It is common to paste 

ワンポイントアドバイス 

Typical 
『一般的な』『典型的な』を表します 

Typical food で『一般的な食べ物』などと使えますよ 

乾燥そらまめをじっくり煮込んだ 

エジプトの定番の朝ごはんメニュー☆ 

栄養価も抜群・腹持ちも良いので 

お勧めの健康食でもあり 

ホテルの朝食ビッフェでも 

よく見かけるほど定番です！ 

the beans with some spices 
スパイスと一緒にペースト状にして 

どうやって食べるのですか？ 

パンに付けて食べるのが一般的ですね 

フールをよく食べます！乾燥そら豆を使った料理ですよ 

エジプトの一般的な朝食はどんなものですか？ 

and we dip bread in it. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/egypt_africa_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/egypt_africa_03.mp3
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 السال

 

 

 

 

 

≪マラケシュ・フェスティバル≫ 

I hear there is a festival in Marrakech in July. 

Where is the festival being held? 

That must be Marrakech 

It takes place at El Badi Palace. 

ワンポイントアドバイス 
Must be... 
『...に違いない』と確信があるときに使います 

『あなたがケンさんで (違いない)ですね?』You must be Ken. 

 などと人に対しても使えますよ♪ 

アッサラーム 

全国各地から人々が集まり 

各部族特有の歌や踊りを披露しあいます 

それぞれ自分たちの民族衣装を 

身に纏って参加しますよ♪ 

このイベントは民営ではなく国営で 

国をあげて開かれる文化の祭典です 

マラケッシュアートフェスティバルですね 

7 月にマラケッシュでお祭りがあるそうですね 

Popular Arts Festival. 

どこで開催されるのですか？ 

Amazing musicians, dancers and street performers 

from around the country gather in Marrakech. 

 

会場はエルバディ宮殿です 

国中のミュージシャンやダンサー、ストリートパフォーマー達が 

 

一同にマラケッシュに集まって大盛り上がりですよ！ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/morroco_africa_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/morroco_africa_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_morroco_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_morroco_Y_01.mp3
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≪サハラ砂漠≫ 

But what can you do there? 

What about Sahara Desert? 

Where is the place for authentic Morrocan experience? 

ワンポイントアドバイス 
What about...? 
『...はどう？』と提案するときに使えますよ♪ 

How about...?と同じ意味ですね！ 

併せて使いこなせるようになりましょう♪ 

アフリカ大陸の北部全域を覆う砂漠 

降水量が極端に少なく 

草木の生えない砂丘がどこまでも続く 

幻想的な風景が印象的です 

You can also see breath takingly beautiful 

 

Well, most people want to visit the 

Sahara Desert and explore it on a camel's back. 

サハラ砂漠で何が出来るのですか？ 

一番メジャーなのは 

ラクダに乗って砂漠を散策ですね！ 

他にも日の出や日の入りのシーンは息をのむ美しさですよ 

サハラ砂漠はどうでしょう？ 

本場のエジプト体験が出来る場所っていったらどこだと思いますか？ 

Sunrise and sunset there. 

 

http://ouchi-hs.com/pre/world/morroco_africa_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/sahara.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_morroco_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_morroco_Y_03.mp3
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Goeie dag 

 

 

 

 

    

≪クルーガー国立公園≫ 

I cannot wait to visit Kruger National Park! 

What do you mean by the big five animals? 

 If you're lucky, you get to see all the 

That would be buffaloes, elephants, 

大型動物ビッグ５って何ですか？ 

ラッキーだったら大型動物ビック５が全部みれるかもしれませんよ！ 

バッファロー・ゾウ・ライオン・ヒョウ・サイがビッグ５ですよ！ 

クルーガー国立公園とても楽しみです！ 

ワンポイントアドバイス 

I cannot wait to... 
「...をするのを待ちきれない！(=とても楽しみ)」と 

心待ちにしているニュアンスを伝えることができますよ♪ 

フイェダグ 

南アフリカでサファリといえば 

真っ先に思い浮かぶのが「クルーガー国立公園」です 

大きさはなんと日本の四国とほぼ同面積だそうです！ 

lions, leopards and rhinoceros.  

big five animals at the Kruger National Park. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/southafrica_africa_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/southafrica_africa_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_south_africa_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_south_africa_Y_01.mp3
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I drink rooibos tea a lot in Japan. 
ルイボスティーは私も日本でよく飲みますが 

南アフリカでかなりの生産量をあげています！ 

≪ルイボスティー≫ 

Yes, 

多くの効果があり 

カフェインが含まれておらず体にやさしいお茶 

南アフリカ共和国では 

牛や山羊の乳と砂糖を入れて 

ミルクティーにして飲むのが一般的です 

そして半分は輸出されてるよ 

I hear that it grows in South Africa. 

南アフリカで栽培されてるんですね！ 

We produce a lot of rooibos tea and 

about half is being exported. 

そうなんですよ！ 

ワンポイントアドバイス 

 
Grow 
野菜やフルーツなど『栽培』を表し I grow harbs in my garden. 

『庭でハーブを育てています』とガーデニングが趣味な人は要 Check! 

http://ouchi-hs.com/pre/world/southafrica_africa_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/africa_south_africa_Y_03.mp3
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中東 

   

I'm happy to meet you, Ali. 

I'm Ali from Dubai. 
私は、ドバイに住むアリです 

君と出会えて嬉しいよ アリ 

Nice to meet you! 
初めまして！ 

Nice to meet you, too! 
よろしくお願いします！ 
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 السال 

 

 

≪フェラーリワールド≫ 

I heard that there is a 

the Ferrari World Abu Dhabi. 

なにか知っていますか？ 

ワンポイントアドバイス 

There is... 
『...がある』と所存を示す重要なフレーズです！ 

『UAE には○○があるよ！』など旅行では欠かせないワードですね！ 

アッサラーム 

アブダビにある室内テーマパーク 

世界で唯一のフェラーリワールド 

ここでしか買えないフェラーリグッズも必見！ 

It is an indoor amusement park, 

Oh, it must be 

with car themed attractions and there is 
the fastest roller coaster in the world. 

きっとフェラーリ・ワールドのことですね！ 

世界一速いジェットコースターがありますよ！ 

自動車に関するアトラクションを集めた室内テーマパークで 

ドバイには変わった遊園地があると聞きましたが 

unique amusement park in Dubai, 

Do you know anything about it? 

http://ouchi-hs.com/pre/world/uae_middleeast_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_UAE_Y_01.mp3
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≪デーツ≫ 

What is the thing you are having 
with your coffee? 

Mmmm, 

This? This is called Dates. 

And it is rich in 

ビタミン C と食物繊維が豊富なんですよ 

これはデーツです 

優しい甘さで美味しいですね！ 

コーヒーと一緒に食べてるのは何ですか？ 

ワンポイントアドバイス 
Would you like to... 
この質問への回答方法ですが 

Yes, I'd like to./No thank you. などと答えられますよ♪ 

中東の人々から 

古くから愛されるスイーツです！ 

ナツメヤシの実を乾燥させたもので 

地元の人々は断食を終えるときに 

まず初めに必ずデーツとお水から始めますよ♪ 

Would you like to try one? 
ひとつ食べてみますか？ 

it has a gentle sweet flavor, doesn't it? 
なるほど！ 

Vitamin C and fibers. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/uae_middleeast_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/uae_middleeast_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_UAE_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_UAE_Y_02.mp3
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 Merhaba  

 

 

 

 

ｖ

息をのむほど美しい建物ですね！ 

≪ブルーモスクスルタンアフメト・モスク≫ 

Wow, that building is breathtakingly beautiful. 

How much is the entrance fee? 

This is Sultanahmet Camii 

In fact, 
入場料はいくらなのですか？ 

実は無料で中を見学できるんです！ 

世界で最も美しいモスクと言われています 

ワンポイントアドバイス 
Breathtakingly beautiful 
美しいよりさらに！美しい時に使える言い回しです 

海外にはうつくしい建造物や景色が沢山！そんな時に役立ちますね♪ 

メルハバ 

世界遺産であるイスタンブール歴史地域の 

you can enter inside for free. 

 スルタンアフメト・モスクですよ 

mosque in the world. 
and it is known as the most beautiful 

トルコのイスタンブールを代表するモスクで 

1609年から 1616年の 

7年の歳月をかけて建造されました 

歴史的建造物群のひとつ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/turkey_middleeast_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/turkey_middleeast_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_turkey_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_turkey_Y_02.mp3
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≪サルチャ≫ 

This soup is so delicious. 

We use traditional 
tomato paste called Salçasi. 

トルコの伝統的なトマトペースト サルチャを使っています 

このスープすっごく美味しいです！ 

ワンポイントアドバイス 
It's easy to... 
『...するのは簡単』反対は It's difficult to...と表します 

(例)It's difficult to speak Spanish. 

『スペイン語を話すのは難しい』 

トマトを煮詰めてつくる発酵調味料で 

いろいろ使える万能ペースト☆ 

 

日本の味噌のような感覚です！ 

Tomatoes are placed into trays, 

mixed with salt and left to concentrate 
 and dry in the sun for around 3 days. 

It's easy to make. 

トマトをトレーにいれて 

塩を振って天日に当てて 3 日ほど乾かすと水分が蒸発して完成します！ 

 

簡単に作れますよ♪ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/turkey_middleeast_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_turkey_Y_03.mp3
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 السل 

 

 

 

 

 

 

のんびりしたい方に絶対おすすめのスポットです！ 

間違いありません！沈まない海なんですよ！ 

死海は絶対外せない観光スポットですよね！ 

水に浮かびながら読書したいですね♪ 

ワンポイントアドバイス 
Must-do tourist attraction 
絶対に外せない観光スポット(アトラクション) 

旅行ガイドなどマガジンでも良く使われる言い回しです！ 

≪死海≫ 

The death sea is one of the 
must go tourist attractions, right? 

I want to read my book 

Definitely! 
It's the sea where you can't sink. 

It is a perfect destination for 

死海の最大の魅力は 

何と言っても温かく心地よい塩水 

驚くほど温かく大きな浮力を持つ海水は 

ミネラルを豊富に含んでいる 

tourists looking to relax! 

while floating on the water! 

アッサラー

ム 

http://ouchi-hs.com/pre/world/jordan_middleeast_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/jordan_middleeast_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_jordan_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_jordan_Y_02.mp3
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≪ジャミード≫ 

What is this white ball? 

Oh, it is a 

羊肉料理でよくジャミードを使いますよ♪ 

この白くて丸い球みたいなのは何ですか？ 

ワンポイントアドバイス 
Often 
『時々』という意味ですが 

より高い頻度を表す表現にmost of the time『ほとんど』 

低い頻度を表す表現に rarely『稀に』があります☆ 

ヒツジかヤギの乳で作った 

ラバンというヨーグルトから作るチーズです♪ 

 

ヨルダンの国民食のファッタや 

マハシ、マンサフといった料理に使われますよ☆ 

We often prepare lamb dishes 
with Jameed. 

hard dried yogurt called Jameed. 
それは乾燥ヨーグルトのジャミードというものです！ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/jameed.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/middle_east_jordan_Y_03.mp3
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I live in the Philippines. 

Today I will show you the 

Hello! I'm Lily. 

attraction of Asia! 

I’m from Japan in the same Asian region! 

Hi, Lily! Nice to meet you! 

Let's start from the Philippines! 

ハロー! 私はリリーです 

 

私も同じアジア圏の日本から来ました！ 

それではフィリピンから行きましょう♪ 

 

フィリピンに住んでいます  

今日はアジアの魅力をお伝えします！ 

Hi,リリー！初めまして！ 

ではフィリピンから行きましょう♪ 
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 Magandang tanghali 

 

 

 

≪シヌログフェスティバル≫ 

They have their faces painted. 

They paint their faces and dance. 
顔にペイントをしたり踊ったりします！ 

みなさん顔にペイントをしていますね 

ワンポイントアドバイス 

Because... 
Because は常に理由を説明するときに使われるキーワードですね 

『...だから』と日本語も良く使う様に英語でも良く使います♪ 

マガンダン タンハーリ 

 

 

小さい時のイエスキリストを祝う 

フィリピン最大級のフェスティバルで 

セブ島で行われます☆ 

Because it's a festival. 

This is a festival to celebrate 
Jesus Christ's childhood. 

小さい頃のイエスキリストを祝うお祭りですよ☆ 

お祭りなので♪ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Philippines_0102.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/aisa_philippines_Y_01.mp3
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≪バロット≫ 

 

How does it taste? 

Is it good for the health? 

It's a bit salty and the 

Yes. 

とっても栄養価の高い食べ物なんですよ！ 

健康によいのですか？ 

どんな味がするのですか？ 

ゆで卵と似た味がしますよ 

ワンポイントアドバイス 

How does it taste? 
旅行での食事は欠かせないですよね！レストランで注文の際にも 

味がわからなかったらこのように聞いてみましょう！ 

孵化寸前のアヒルのゆで卵です 

 

見た目もあり 

手を出す観光客は少ないようです 

taste is similar to a boiled egg. 
少ししょっぱくて 

It's highly nutritious food. 
そうなんです 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Philippines_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Philippines_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/aisa_philippines_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/aisa_philippines_Y_02.mp3
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 ជម្រាប សួរ។  

 

 

 

 

a

≪シェムリアップ（アンコールワット遺跡）≫ 

It's a spectacular view. 

When was it built? 

This is Angkor Wat at Angkor, 

Angkor Wat is said 

アンコールワットは 1100 年頃に 

建設されたといわれていますよ 

これが世界遺産にも登録されている 

アンコール遺跡のアンコールワットです！ 

壮大な眺めですね！ 

いつ建てられたのですか？ 

ワンポイントアドバイス 
World Heritage 
『世界遺産』という意味です 

世界一周旅行で遺産をめぐるのも良いですよね！覚えておきましょう♪ 

チョムリアップスオ 
 

カンボジア北西部に位置する 

アンコール遺跡の一つ 

元々ヒンドゥー教寺院として作られたが 

16世紀後半に仏教寺院に改修され 

現在も上座部仏教寺院となっています 

To be built around 1100. 

a World Heritage Site. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Cambodia_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Cambodia_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_cambodia_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_cambodia_Y_01.mp3
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 さっぱりとした甘さでおいしいです！ 

これはジャガイモですか？ 

≪ランサ≫ 

Is foods a potato? 

I see. 

No, 

It is refreshingly sweet and delicious. 

そうなんですね 

いえ 

ワンポイントアドバイス 

Rich in... 
ここでは ビタミン豊富 と使っておりますが 

Rich in nature.で「自然豊か」などとも良く使われますよ♪ 

見た目は肌のキレイな 

じゃがいものようなフルーツで 

ぶどうやゼリーのような柔らかい食感が特徴 

it's a fruit called Langsat. 
これはランサというフルーツですよ！ 

It is rich in vitamins and good for health. 
ビタミンが豊富で健康にも良いですよ♪ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Cambodia_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Cambodia_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_cambodia_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_cambodia_Y_03.mp3
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မဂၤလာပါ။ 

 

 

 

 

≪水かけ祭り（ティンジャン）≫ 

 

Everyone is splashing water on each other. 

Are there any meanings? 

When we see in the new year, 

体を清めるために水をかけあっているんですよね 

意味があるんですか？ 

これは水かけ祭りです！ 

みなさん水をかけあっていますね 

ワンポイントアドバイス 
Each other 
Talk to each other で 

『お互いに話し合う』などと表現できますよ♪ 

 

Yes, 

ミャンマーでは 

4月に新しい年を迎えるにあたり 

身を清めるために 

水をかけ合う風習があります 

それがティンジャンです 

it is a water festival. 
はい 

ミンガラバ 
 

we splash water to cleanse our bodies. 
 

そうなんです新しい年を迎える際に 

タナカという日焼け止めを塗っているんだよ♪ 

 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Myanmar_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Myanmar_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_myanmar_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_myanmar_Y_01.mp3
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≪漬物「ラペソー」≫ 

What is this? 

This is called Lahpet. 
これはラペソーといいます 

これは何ですか？ 

ワンポイントアドバイス 

And so on 
『○○など』 というときに 

最後に and so on. とつければ OK！ 

「ラぺ」とはお茶「ソー」は湿ったを意味する 

単語で、飲用ではなく 

まさに「お茶に湿らせた（漬けた）食べ物」 

 

ミャンマーの人々は自宅でもオフィスでも 

よく作って食べています♪ 

It is made by mixing tea leaves, 
beans, cabbage, tomato, 

pepper, garlic and so on. 

Lahpet is a common food 

In Myanmar and we often eat it. 

唐辛子、ニンニクなどを混ぜ合わせたものです 

 

お茶の葉に豆類、キャベツ、トマト 

 

ミャンマーではラペソーは一般的な食べ物で 

私もよく食べますよ♪ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Myanmar_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_myanmar_Y_03.mp3
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 Halo 

 

 

 

 

 

≪ニュピ（サカ暦新年）≫ 

Can not go outside of the hotel 
grounds all day today? 

How can I spend the time today? 

You can go out 

ホテルの敷地内であれば外に出ても大丈夫ですよ！ 

どのように 1 日を過ごしたらよいですか？ 

今日はニュピなので！ 

今日は一日ホテルの敷地の外に出られないのですか？ 

ワンポイントアドバイス 
How can I... 
Can I... は『...できますか？』と使える方も多いと思いますが 

How can I...『どうしたら...はできますか？』という表現になりますよ！ 

ハロ 

ヒンドゥー教の宗教行事 

「静寂の日」ともいわれ 

当日の夜明けから翌日の夜明けまで 

観光客も含め全体が外出禁止となり 

電気や火の使用も禁じられます 

No, it's Nyepi today. 

if it's on the hotel grounds. 

Please experience quiet time when you can 
only hear the sound of nature. 
 自然の音しか聞こえない静かな時間をぜひ体験してみてください 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Indonesia_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Indonesia_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_indonesia_Y_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_indonesia_Y_01.mp3
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≪インドネシアの納豆「テンペ」≫ 

What are those beans? 

How do you eat them? 

You can deep fry them 

とうがらしと炒めたりして食べます 

どうやって食べるのですか？ 

これは一体何ですか？ 

インドネシア名物で テンぺと呼ばれる 

ワンポイントアドバイス 

Fermented 
発酵食品が多いアジアでは紹介するときに良く使います 

例えばキムチは fermented vegetable dish. と表します！ 

日本の納豆は納豆菌で発酵させるが 

テンペはクモノスカビで発酵させてあります 

テンペを使った料理は粘りやにおいもなく 

あっさりして食べやすいです♪ 

It is a Traditional 

It is made from fermented soybeans. 

Indonesian soy Product called Tempe. 

大豆から作られた発酵食品ですよ！ 

or fry them with chili. 
油で揚げたり 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Indonesia_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Indonesia_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_indonesia_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_indonesia_Y_03.mp3
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≪ヨガ道場≫ 

I heard that yoga was originated in India. 

That is correct. 

नमसे्त 

本当です♪ 

ヨガはインドが発祥地だと聞きましたが 

ワンポイントアドバイス 

It used to be... 
今はもう違うが、かつてはこうだった というときに使う表現で 

歴史の説明なんかではよく耳にします 

ナマステ 

リシケュにあるヨガ道場では 

早朝の瞑想とヨガレッスンがあり 

ティータイムではチャイを頂けます☆ 

Is it true? 
そうなのですか？ 

It used to be practiced for 

but now it is known as exercise. 

もともとは宗教的な鍛錬として生まれましたが 

今はエクササイズとして知られていますね！ 

religious purposes 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_India_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_india_Y_01.mp3
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≪ツツジの花のシロップ≫ 

What is that red juice you are drinking? 

Sure. 

It's good for health, too. 

Oh, this? 

ちょっと飲んでみますか？ 

体にもいいんですよ！ 

是非！ 

その赤いジュースはなんですか？ 

ワンポイントアドバイス 
It tastes... 
何か口にした後の感想として『...味がする』という様に使います 

It tastes good/sweet/sour.美味しい/甘い/酸っぱいなど応用しましょう 

炭酸水で割って 

レモン汁を入れて飲むと 

さっぱりして美味しいです 

高血圧やぜんそく 

心臓病にも効果があるとか？！ 

It tastes refreshing and delicious! 
さっぱりとしていて美味しいですね！ 

This is made of petals of azaleas. 

Would you like a sip? 
つつじの花からとれたシロップで作られたジュースなんですよ 

これですね 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_India_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_India_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_india_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_india_Y_02.mp3


 

| 60 | David Thayne All Rights Reserved              

 

 

 

 

 

 

≪光のお祭り「ディパバリ」≫ 

I saw many pieces of art decoration 
on the floor of shopping mall today. 

Were those painted with colored sand? 

Oh, it is Deepavali.  

No, those were actually 

Selamat petang 

いいえ、お米に色を付けて絵を描いています 

ディパバリのお祝いですね 

今日モールのフロアに色とりどりのアートがしてあるのをみました 

砂で描かれた絵ですか？ 

ワンポイントアドバイス 
Colored 
Color は『色』を指しますが”ed”をつけて colored とすると 

『色のついた』という意味になりますよ♪ 

セラマッぺタング 
 

インド暦の第 7番目の最初の日に 

ヒンドゥー教の女神ラクシュミーを 

お祝いする日です 

painted with colored rice. 

ヒンドゥー教の光の祭典ですよ 

The celebration of Hindu festival of lights. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Malaysia_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Malaysia_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_malaysia_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_malaysia_Y_02.mp3
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≪バツー洞窟≫ 

Where was your favorite sightseeing 

Oh, it was definitely Batu Caves. 

the cave after climbing 272 stairs and 

What are the highlights? 

バツー洞窟がよかったです♪ 

マレーシアで一番気に入った場所はどこでしたか？ 

見どころはどこでしたか？ 

ワンポイントアドバイス 
Covered with... 
『...で覆われている』（例）That mountain is covered with snow.  

『あの山は雪で覆われている』など 

風景を説明するときに役立ちますね！  

２７２段の階段をあがって洞窟に入ると 

毎年 1月～2月ごろには 

ヒンドゥー教の大祭 

「タイプーサム」が行われます 

the cave is covered with exhibition and wall paints 
of Hindu mythology. 

中にはヒンドゥー神話に基づく展示や壁画が沢山見れるのです！ 

You can enter 

The cave is one of the most popular 
Hindu shrines in Malaysia. 

ヒンドゥー教の聖地の洞窟なんですよ 

spot in Malaysia? 

http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Malaysia_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/Asia_Malaysia_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_malaysia_Y_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/asia_malaysia_Y_03.mp3
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オセアニア大陸

G’day, mate. 

僕はシドニーのヘンリーです！ 

ヘンリー、君と会えてとても嬉しいです 

I'm Henry. I live in Sydney. 

Welcome to Oceania. 
日本からようこそ！  

やあ Yuuki! 

I’m looking forward to seeing Oceania. 
 

I'm very happy to meet you, Henry. 
 

どうぞよろしくお願い致します 
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 G’day! 

 

 

 

≪ボタニカルガーデン≫ 

I want to go to the Botanic garden, 

It's open from 7:30 AM 

Thank you. 

ボタニカルガーデンに行きたいのですが 

朝の 7:30 から午後 6:30 までですよ！ 

ありがとう！ 

ワンポイントアドバイス 
Opening hours 
開園(営業)時間となります 

観光の際にはどこに行くにしても必ず調べておく必要がありますね！ 

グッダイ 

世界中から集められた 52,000種以上の 

植物が生息しているロイヤル植物園です 

メルボルン市内にあるが湖や芝生が広がり 

、ゆっくりとした時間を過ごすことができます 

 

ゆっくりとした時間を過ごすことができます 

what are the opening hours? 
何時からは入れますか？ 

to 6:30 PM. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/australia_oceania_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_australia_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_thankyou_Y.mp3
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≪マヌカハニー ≫ 

I've heard of the name Manuka honey, 

from the nectar of the manuka tree. 

どんな蜂蜜なのですか 

 

マヌカの花から採取された蜂蜜だよ☆ 

ワンポイントアドバイス 
Antibacterial 
『抗菌作用のある』という意味です 

レストランでおしぼりが出てこない海外で 

Antibacterial のウェットティッシュなどおススメです！ 

悪性菌に対する殺菌・抗菌作用が高く 

消化器官の諸症状の緩和に 

効果があるといわれている 

1日 2～3回、 

小さじ 1杯のマヌカハニーを 

食膳に直接食べることが 1番 

効果的と言われています☆ 

but I do not know what it means. 
マヌカハニーとよく聞きますが 

commonly sold as an alternative medicine 

It's a monofloral honey produced 

antibacterial and anti-inflammatory benefits. 
 

強い殺菌や抗菌・抗炎症作用を持ってるので 

よく代用薬として販売されています！ 

because of its strong sterilizing, 

The honey is 

http://ouchi-hs.com/pre/world/australia_oceania_0203.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_australia_Y_02.mp3
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≪オークランドアートフェスティバル≫ 

When does Auckland Arts 
Festival take place? 

That will be in March every year. 

Well, 

And what can you experience there? 

Hi. 

オークランドアートフェスティバルの開催はいつ頃ですか？ 

毎年 3 月ですよ 

どんな体験が出来るのですか？ 

ワンポイントアドAn exceptional line up 
並外れたラインナップ！という意味としてよくパッケージツアーや 

フェスティバルの内容の紹介で使われます☆ 

そうですね、芸術と文化の祭典なので 

ハイ 

ニュージーランドにて開催される 

芸術と文化の祭典 

オークランド市内にある 

いくつもの会場で 

200を超えるイベントが開催されます 

it is arts and cultural festival 
and you can see an exceptional line up 

of theater, dance, musical, circus 
and cabaret shows. 

劇、ダンス、ミュージカル、サーカス、キャバレーなど 

すごいラインナップが勢ぞろいですよ 

http://ouchi-hs.com/pre/world/newzealand_oceania_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/newzealand_oceania_02.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_new_zealand_Y_01.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_new_zealand_Y_02.mp3
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≪テカポ≫ 

I am looking for the best tour 

Experienced guides know the best spots for stargazing. 

That's so perfect, 

I also have many questions that 

テカポ湖の星空観測ツアーはどれがいいか検討中なんです 

星について聞いてみたい質問が沢山あるんです 

ワンポイントアドバイ
Stargazing 
星空観測のこと。 

Gazing には「見つめる」という意味がありますよ♪ 

星空観測をしに海外に行かれる方も多いのでは？＾＾ 

それはいいですね！ 

いいですね♪ 

世界一星空が美しいといわれている 

スターゲイジングスポットで 

満点の星空を楽しむことができます♪ 

all the guides are so knowledgeable 

And they love when people ask questions. 
質問されるのも大好きだから喜びますよ☆ 

どのガイドも知識豊富で 

I want to ask about stargazing. 

That's a great idea. 

And they bring powerful telescopes. 
高性能望遠鏡を持参して来てくれますよ！ 

プロのガイドはどこがベストスポットか知り尽くしているので 

For Lake Tekapo stargazing. 

http://ouchi-hs.com/pre/world/newzealand_oceania_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/newzealand_oceania_04.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_new_zealand_Y_03.mp3
http://ouchi-hs.com/pre/world/oceania_new_zealand_Y_04.mp3
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最後に 

世界一周旅行はいかがでしたか？               

 

世界中のワールドフレンドたちがおすすめする 

ガイドブックには載っていないことが 

たくさんありましたね☆ 

 

英語が話せるだけで、 

たくさんの国の人々と出会うことができ、 

自分が知らなかった世界を次々と体験できる 

ことを感じて頂けたと思います♪ 
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テレビや本でみていた景色を観に行ったり、 

その国の文化や人々と出会ったり、 

日常を忘れてリフレッシュしたり！ 

 

こうして新しい世界を知るだけで、 

夢も世界もどんどん広がっていきますね♪ 

 

ぜひファミリーの仲間と一緒に 

英語を使ってたくさんの経験をし、 

これから先の人生を 

あなた史上最高のものにしていきましょう☆ 

もちろん、私も一緒にいますよ     ♪ 
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ぜひ英会話で、 

選択肢が拡がった 

ワクワクするような毎日に、 

 

そしてあなただけの 

人生を見つけるために♪ 

楽しみながら一緒に 

英語を身に付けていきましょうね☆ 


