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LESSON

Food Culture
食文化について話す

VOCABULARY （　　）にあてはまる語（句）を下から1回ずつ選んで入れ，表現を覚えよう。

（1） 皿を片付ける  （ ） the dishes

(2)  食べ残す  （ ） on one’s plate

(3)  栄養になる  （ ）

(4) 肉を煮込む  （ ） meat

（5） 好物  one’s （ ） food

(6) 食卓を整える  （ ） the table

(7)  魚を焼く  （ ） fish

(8) 乳製品  （ ） products

set / leave food / clear / grill / dairy / favorite / nutritious / stew

ORMS （ 教  pp.46-47）次の日本語を英語にしよう。

A  できること・できないことを表す（can / be able to）
① 私の姉はケーキを焼くことができます。

② 今晩私たちと夕食を一緒にできますか。

③ 私はニューヨークで日本食を食べることができた。

B   可能性があること・ないことを表す（can / can’t）
④ これがイタリアのパスタであるはずがありません。

C  「してもよい」という許可や「そうかもしれない」という推量を表す（may / might）
⑤ もっと注文してもよろしいですか。

⑥ 彼女は魚は食べられないかもしれません。

D   過去のことについての推量を表す（may[might] have ＋過去分詞）
⑦ 私はあなたのコーヒーに砂糖を入れすぎたかもしれません。

My Sentences 〈　〉の内容になるように，自分のオリジナル英文を作ってみよう。

A 〈～できる〉   

B 〈～のはずがない〉   

C 〈～してもいいですか〉   

              I  

D 〈～だったかもしれない〉   

She  

My Essay （ 教  p.48）海外からの旅行客に知ってほしい習慣やマナーを挙げてみよう。
注意すべき点，その理由なども考えよう。

1. タイトル（何についてか）　　                                                                

2. 知ってほしいこと　　 You should[should not] 

3. 理由　　 

●海外からの観光客へ向けて，日本の習慣やマナーについての注意書きを作ってみよう。

Title :

Self-Check

My Sentences My Essay

文に動詞
はあるか

適切な形に
なっているか

次のことが
書けているか

A （can / be able to） 〈～できる〉 

B （can’t [cannot]） 〈～のはずがない〉 

C （May [Can] I ... ?） 〈～してもいいですか〉 

D （may [might] have ＋過去分詞） 〈～だったかもしれない〉 

日本のマナーや習慣を説明できて
いるか 

注意すべき点やその理由など，助
動詞を使って書けているか 

海外からの観光客を意識した注意
書きを書けているか 
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LESSON 1 �

1I like cats very much. 私は猫がとても好きです。

2My uncle has two cars. 私の叔父は自動車を2台持っています。

3I usually get to school at 8:30. 私はふだん8時30分に学校に着きます。

4My mother teaches biology at a high school. 私の母は高校で生物を教えています。

5I’m writing an essay for my English class. 私は英語の授業のために作文を書いているところです。

6I think my cat is getting fat. 私の猫は太ってきていると思います。

7My grandmother is visiting us tomorrow. 私の祖母が明日私たちを訪ねてきます。

LESSON 2 �

1My father looked tired after the long drive. 私の父は長時間の運転のあとで疲れているように見えま
した。

2I went to see a movie last Sunday. 私はこの前の日曜日に映画を観に行きました。

3I was taking a nap around 2:00 p.m. yesterday. 私は昨日午後2時ごろ昼寝をしていました。

4My mother was wearing sunglasses on the beach. 私の母は浜辺でサングラスをかけていました。

5�The sun was setting when we arrived at the beach. 私たちが浜辺に着いたとき，太陽は沈みつつありました。

6�I used to spend my summer vacation with my 
cousins.

私はよくいとこたちと夏休みを過ごしました。

7�There used to be a park next to my cousins’ house. いとこたちの家の隣には以前，公園がありました。

LESSON 3 �

1I’ll do my homework after dinner. 宿題は夕食のあとでします。

2The coach will be back in ten minutes. コーチは10分後に戻ってくるでしょう。

3I’m going to join the badminton club. 私はバドミントン部に入るつもりです。

4I’ll be studying for the exam at this time tomorrow. 明日の今頃，私は試験勉強をしているでしょう。

5We’ll be staying here for a couple of weeks. 私たちはここに2，3週間滞在することになっています。

6�We’ll start the meeting when our teacher comes 
back.

先生が戻ってきたらミーティングを始めます。

7�If it rains tomorrow, we’ll hold the ceremony in the 
gym.

明日雨なら，式典は体育館で行います。

LESSON 4 �

1I’ve already booked a train to Kyoto. 私はすでに京都行きの列車を予約しました。

2�My mother has returned from her business trip. 私の母は出張から戻ってきました。

3I’ve visited the British Museum once before. 私は以前大英博物館を一度訪れたことがあります。

4Have you ever been to a foreign country? あなたは今までに外国に行ったことがありますか。

5I have wanted to go to Paris since I was little. 私は小さいころからずっとパリに行きたいと思っています。

教科書例文・日本語訳
6�My father has been driving for more than two 

hours.
私の父は2時間以上ずっと運転をしています。

7I saw the musical twice when I was in New York. 私はニューヨークにいたとき，そのミュージカルを2回観
ました。

LESSON 5 �

1The class had already started when I got to school. 私が学校に着いたとき，授業はすでに始まっていまし
た。

2�I had never gotten a perfect score until the test 
last week.

先週の試験まで，私は満点をとったことが一度もありま
せんでした。

3�I had been in a soccer club for two years before I 
came to this school.

私はこの学校に来る前は2年間サッカー部に入っていま
した。

4�I had been preparing for the test for two hours 
when you called me. 

あなたが電話をくれたとき，私は2時間試験勉強をして
いました。

5�The teacher found that all his students had solved 
the math problem.

先生は，生徒全員がその数学の問題を解いたことがわ
かった。

6�I will have completed my English project by next 
Friday.

私は次の金曜日までには，英語の課題を終えているで
しょう。

7�Ms. Anderson will have been at this school for ten 
years next month.

アンダーソン先生は来月で10年間この学校にいること
になります。

LESSON 6 �

1My mother can cook Mexican food. 私の母はメキシコ料理を作ることができます。

2Are you able to join us for lunch? 昼食を一緒にできますか。

3I was able to eat everything on my plate. 私はお皿の上にのっているすべてのものを食べることが
できた。

4This can’t be his original recipe. これが彼独自のレシピであるはずがありません。

5May I borrow this recipe book? このレシピ本をお借りしてもよろしいですか。

6He may not be able to eat meat. 彼は肉は食べられないかもしれません。

7I may have put too much salt in the soup. 私はスープに塩を入れすぎたかもしれません。

LESSON 7 �

1We must obey the school rules. 私たちは校則に従わなければなりません。

2We didn’t have to come to school early today. 私たちは今日学校に早く来る必要はありませんでした。

3You should warm up before exercising. 運動する前には準備体操をすべきですよ。

4All the school staff must be very busy today. 今日は全学校職員がとても忙しいにちがいありません。

5�They should be on their way home from school now. 今，彼らは帰宅途中のはずです。

6�The transfer student must have been nervous on 
her first day.

転校生は初日で緊張していたにちがいありません。

7�I should have brought my dictionary to school. 学校に自分の辞書を持ってくるべきだった。
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8 9

解答解答 7
LESSON

6 
LESSON

VOCABULARY

(1) take   (2) late   (3) help   (4) clean   (5) follow   (6) wear   (7) greet   
(8) break

ORMS

A  ①We must[have to] wear school uniforms. 
 ② I didn’t have to get up early today. 
B  ③You should be quiet in the library. 
C  ④Most students must be excited about the school festival. 
 ⑤They should be in the computer room now.
D  ⑥She must have been happy[glad] to hear from you.
 ⑦ I should have brought my[an] umbrella today.

My Sentences   （解答例）

A  ・ You don’t have to join a club if you don’t want to.
 ・ You don’t have to participate in all volunteer activities.
B  ・ We should practice baseball hard to reach the finals. 
 ・ We should return the books to the library by the return date.
C  ・ He must be excited to know about the summer vacation. 
 ・ He must be very tired after his English exam.
D  ・ I should have left the house earlier to catch the 7:15 train.    
 ・ I should have told my parents about the test results.

My Essay

（解答例1）
 In our school, we must not use our smartphones, but I don’t think this 
rule is necessary. I use my smartphone to do my homework at home and I 
can get necessary information easily. Therefore, we should use our 
smartphones in our classrooms.

（解答例2）
 Our school has a rule that students cannot work part-time, but I don’t 
think the rule is a good one. Students should work in order to buy the things 
they need. Moreover, they can gain a lot of valuable experience outside 
school. Therefore, I believe students should be allowed to have part-time 
jobs.

VOCABULARY

(1) clear   (2) leave food   (3) nutritious   (4) stew   (5) favorite   (6) set   
(7) grill   (8) dairy

ORMS

A  ①My sister can bake cakes[a cake]. 
 ②Are you able to join us for dinner tonight? 
 ③ I was able to eat Japanese food in New York.

B  ④This can’t be Italian pasta. 

C  ⑤May I order (some) more? 
 ⑥She may not be able to eat fish.

D  ⑦ I may have put too much sugar in your coffee.

My Sentences   （解答例）

A  ・ You can eat delicious Japanese food in this restaurant.
 ・ I was able to book a table for two at the well-known restaurant.

B  ・ This wine cannot be from France.
 ・ This can’t be the most expensive dish in this restaurant.

C  ・ May I use chopsticks instead of a knife and fork? 
 ・ Can I borrow money to buy a steak bento?

D  ・ She may have been hungry.
 ・ She might have wanted to buy a book on Chinese food.

My Essay

（解答例1）
Good Manners for Cherry Blossom Viewing
 Welcome to the world of cherry blossoms in full bloom. You can take 
beautiful photos everywhere. However, you should not pull or break any tree 
branches because if they are damaged, they may not bloom next year.

（解答例2）
Manners While Traveling by Train
 Before getting on the train, you have to stand in line on the platform. Do 
not talk on your cellphone on the train, because it may disturb other 
passengers. However, you can surf the internet.
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