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MY 
 
MY-D04 学校に行く前 
 私たちは毎日せいふくを着なければなりません。私の学校のせいふくには、夏ふくと、冬ふく、

それに春と秋のせいふくがあります。私の学校のせいふくは、デザインがシンプルだから、大好

きです。みなさんの学校には、せいふくがありますか。どんなせいふくですか。せいふくが 好

きですか。 
 学校の女の子のあいだで、ルーズソックスがとても人気があります。たいてい、友だちはおし

ゃれのためにはいています。でも、私はルーズソックスをはいて、気持ちをきりかえて、学校へ

行くのが好きです。そして、うちに帰って、ルーズソックスをぬいで、リラックスするのも好き

です。 
 ルーズソックスを見たことがありますか。あなたの学校で、何が人気がありますか。 
 
MY-D10 じゅうどう 
たいいくのじゅぎょうで、じゅうどうをならっています。となりのクラスといっしょにれんし

ゅうしています。１がっきはサッカーをしました。２がっきは、ダンスと、じゅうどうと、けん

どうの中から、じゅうどうをえらびました。じゅうどうが一番やくに立つと思ったんです。あな

たはじゅうどうをやったことがありますか。たいいくのじゅぎょうで、どんなスポーツをれんし

ゅうしますか。スポーツの中で何が一番好きですか。何が一番とくいですか。私はすいえいがと

くいです。 

Listening Scripts 

デザイン design あいだ among 
ルーズソックス baggy socks (loose-socks) おしゃれのために for fashion 
きりかえて（きりかえます） to change, to switch えらびました（えらびます） to choose 
やくに立つ（立ちます） to be useful 
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OK 
 
OK-P12 ぼくの町、東京 
これは しぶやという町です。ぼくの好きな町です。いつも、人が多くていそがしいところで

す。あなたは えいがが 好きですか。ぼくは えいがが好きで、一ヵ月に１０本ぐらい、えい

がを見ます。 
 
OK-D12 シナリオをかく 
ぼくはかいたり、本をよんだりするのが好きです。ワープロをつかって、げきのシナリオをか

いています。ひるまにかくより、よるにかく方がいいです。でも、ときどき 朝まで 何もかく

ことが できない時もあります。あなたのしゅみは何ですか。よくコンピューターをつかいます

か。 
 
OK-D13 読書 
ぼくは よなかの２時ごろ、本を持って ふろに 入ります。まんがをよむ時は ２０分ぐら

い、ミステリーをよむ時は ４０ぷんぐらい ふろにはいっています。リラックスできるから、

ふろに入るのは 大好きです。シャワーは 好きじゃないです。あなたは 本をよむのが 好き

ですか。どんな本をよむのが好きですか。ふろの中で本をよんだことがありますか。リラックス

できますよ。あなたはリラックスしたい時、何をしますか。 
 
 
 
ワープロ word processor げき drama 
シナリオ scenario 
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SM 
 
SM-P07 
いちかわのいえで、しゃしんしゅうを 見ています。 ゆうめいなしゃしんかの ほしのみち

おさんの しゃしんしゅうです。ほしのさんは お父さんのともだちで、うちに来たことが あ

ります。ほしのさんは アラスカが 好きで、たくさんアラスカのしゃしんを とっています。

さくひんは ナショナル ジェオグラフィックにも のりました。ほしのさんの しゃしんを見

て、私も大しぜんに あこがれるようになりました。しょうらい、私もアラスカへ 行ってみた

いです。あなたは、どこへ 行ってみたいですか。どうぶつや しぜんのせかいは おもしろい

と 思いませんか。しゃしんを とるのは 好きですか。 
 

私たちは うちに まんがを たくさん もっています。２００さつ以
い

上
じょう

あります。私は 好

きなまんがを りょうに もっていって、へやで 読んだり、友だちとこうかんしたりします。

私にとって まんがは ゆめとあこがれのせかいです。あなたは まんがを 読むのが好きです

か。本を読むのと、まんがを読むのと どっちの方が好きですか。 

しゃしんしゅう album for photography しゃしんか photographer 
さくひん work 
ナショナル ジェオグラフィック National Geographic 
のりました（のります） to appear in, to be printed in 
大しぜん nature and the environment 
あこがれるようになりました（なります） to become interested in 
以上 more than りょう dormitory 
ゆめ dreams あこがれ aspirations 
でんきせいひん electric appliances かいしゃ company 
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TS 
 
TS-D08 
ぼくたちの学校では、さんしん、おきなわのおどり、からてのじゅぎょうの中から、ひとつ え

らぶことができます。ぼくは１年生からさんしんをならっています。さんしんはおきなわのでん

とうてきながっきです。ぼくはさんしんのやわらかい音が大好きです。あなたは音楽が好きです

か。どんな音楽が好きですか。日本の音楽を聞いたことがありますか。 
 
TS-P12 and TS-P04 
ぼくは「しょうえんたいこ」というたいこのグループにはいっています。メンバーは中学生か

ら、大人まで３５人ぐらいです。今までに、おきなわの中のいろいろなイベントでえんそうした

り、フランスのみんぞく音楽祭にさんかしたりしました。大人の人は、しごとがあっていそがし

いから、ぼくがあたらしいきょくをつくって、中学生や、高校生のメンバーにおしえたりしまし

た。あなたは何かがっきをひきますか。あなたの国のでんとうてきな音楽は、どんな音楽ですか。 

さんしん sanshin, three stringed plucked lute えらぶ（えらびます） to choose 
たいこ taiko drum みんぞく音楽祭 folk music festival 
さんかしたり（さんかします） to take part in きょく composition 
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YK  
 
YK-PO3 
 ぼくはどうぶつやしょくぶつが大好きで、ペットをいろいろかっています。今はかめが４ひき、

ねこが３びき、いぬが２ひき、そしてとりが４わ います。このねこの名前はプーニャンです。

ぼくはペットの中で、プーニャンが一番好きです。ブーニャンは、ぼくのペットのきんぎょや、

とりには、あまりきょうみがありません。 
このかめは かめよといいます。７年ぐらい前からかっています。かめはせいたいがおもしろ

そうだと思いました。それで、かってみたいと思いました。あなたは、どうぶつが好きですか。

ペットがいますか。どんなペットですか。 
 
YK-D13 
きゅうどうクラブで、れんしゅうしています。クラブのメンバーは１５人ぐらいです。月曜日

と土曜日はれんしゅうがありませんが、そのほかの日は、だいたい ほうかご２時間ぐらいれん

しゅうします。まとは２８メートルはなれています。だから、せいしんをしゅうちゅうすること

がたいせつです。きゅうどうは 自分にあっているから、大学でもつづけたいと思っています。

あなたは、スポーツをしますか。スポーツの中で何が一番好きですか。スポーツを見るのも好き

ですか。 
 
 しょくぶつ plants かめ tortoise 
きんぎょ goldfish せいたい behavior, a mode of life 
きゅうどう Japanese archery はなれています to be away 
せいしん mind 
しゅうちゅうする（しゅうちゅうします） to concentrate 



 「未来」Stage 5 ― きいて、しつもんにこたえましょう ＜リスニング・スクリプト＞ 

© 2001 Kawakami Ikuo, Masano Yoko                                                   THE JAPAN FORUM   mirai_spare2a01scr 6 

 
 
YT 
 
YT-P05 and YT-P07 
ぼくは小学校３年生からアメフットをやっています。ぼくのせばんごうは２２ばんで、コーナ

ーバックです。チームの名前はファイティングエンジェルスで、チームカラーはあおです。この

チームは、パスでつなぐより、はしってこうげきするのがとくいです。高校２年生の時、全国大

会でゆうしょうして、みんなでコーチをどうあげしました。あなたは、スポーツをしますか。あ

なたの国ではアメフットは人気がありますか。あなたの学校では、どんなスポーツが人気があり

ますか。 
 
高校２年生の時、友だちと、スノーボードをしに、ながのけんに行きました。やこうバスで、

一
ひと

晩
ばん

かかりました。スノーボードはとてもおもしろいから、冬になるのが楽しみです。あなたは

スノーボードをしたことがありますか。どうでしたか。スキーやスケートなど、冬のスポーツが

好きですか。 
 
YT-P06 
ぼくはファッションにきょうみがあります。ぼくの高校のファッションリーダーだと思ってい

ます。中学３年生の時、かみをちゃいろにそめて、先生にしかられたことがあります。休みの日

に、よく しんさいばしのアメリカむらにようふくを見に行きます。アメリカむらには、わかい

人のみせがたくさんあっておもしろいです。ぼくは安くていいものを 見つけるのがとくいです。

ファッションざっしは あまり見ません。自分の好きなものを 買います。あなたはファッショ

ンにきょうみがありますか。よく、買い物に行きますか。あなたのまわりでは、今どんなファッ

ションが人気ですか。どんなふくをきるのが好きですか。 
 
せばんごう number on the back of the uniform ファイティングエンジェルス Fighting Angels 
つなぐ（つなぎます） to sustain こうげきする（こうげきします）to attack 
ゆうしょうして（ゆうしょうします） to win the championships 
どうあげ tossing やこうバス over-night bus 
しかられた（しかられます） to be scolded しんさいばし Shinsaibashi 
まわりでは around 
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YY 
 
YY-P03 
中学３年生の時から、すいえいきょうしつの インストラクターをやっています。今年はじゅ

けんで、とてもいそがしいけれど、このアルバイトは つづけてやりました。今年は、小学校２

年生から、４年生までの子どもたちをおしえました。私は子どもが大好きで、すいえいも大好き

ですから、とてもこの「すいえいの先生」というしごとは とても楽しいです。あなたはすいえ

いが好きですか。何かアルバイトをしていますか。何をしていますか。楽しいですか。ほかにど

んなアルバイトしたいと思いますか。 
 
YY-P05 
今、マニキュアが大好きで、いろいろなマニキュアをあつめています。マニキュアをして、い

ろいろなアクセサリーをします。そうすると、うれしい気持ちになります。このしゃしんのネッ

クレスは、１８才のたん生日にりょうしんからもらいました。私のたいせつなおまもりです。１

６才の時、はじめて ピアスをしました。お母さんは「ピアスをしてはいけません。」と言って

いましたが、お母さんに言わないで、やりました。お母さんはすぐに気がついて、「だめよ。」と

言いました。でも、今、みぎの耳に４つ、ひだりの耳に２つ、ピアスをしています。あなたは、

どんなおしゃれをしますか。学校にアクセサリーをして行ってもいいですか。いつおしゃれをし

ますか。 
 
 
 
じゅけん（します） to take an entrance examination 
つづけて（つづけます） to continue あつめています（あつめます） to collect 
そうすると and then りょうしん parents 
たいせつなおまもり important good-luck charm おしゃれをします to dress up, to brush up 


