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Unit 1

Notting Hill—Not a Bad Place to Be
 Words & Phrases 

 1. afford    2.  On second thought    3.  Coming right up    4.  for free
 5. look around

 While Watching 

 1. flatmate    2.  travel    3.  autograph    4.  author    5.  cappuccino

 Comprehension 

afford, Coming right up, look around, On second thought, for free

 Listening Focus 

 1. get, pain, Better, afford, coming right up
 2. help, look around, Fine
 3. take, one, on second thought, throw, for free
 4. could have, suppose, classic

 Practice 1 

 1. could be on a diet
 2. could live in Beverly Hills
 3. could have a house in London
 4. could have been married more than three times
 5. couldn’t have acted in the movie Roman Holiday
 6. could have had plastic surgery
 7. couldn’t be heavier than the average American woman

 Practice 2 

(model answers)
 1. This person could be in his/her twenties.
 2. This person could be Chinese.
 3. This person could be a musician.
 4. This person could be married.

AnsWer Key



4 Teacher’s Manual

 Practice 3 

 Ex. 
  UFOs, already visited the Earth

 scanning 

 1. F    2.  T    3.  T    4.  T

Unit 2

Surreal, But Nice
 Words & Phrases 

 1. write down    2.  something wrong with    3.  sorry about    4.  disaster
 5. a couple

 While Watching 

 1. orange juice    2.  house    3.  bathroom    4.  bag    5.  Ritz

 Comprehension 

write down, sorry about, disaster, a couple, something wrong with

 Listening Focus 

 1. Would you like, Would you like, eat
 2. sorry about, Disaster, real low point
 3. something wrong with, mayonnaise, there we are
 4. any messages, wrote a couple down, write down from

 Practice 1 

 1. Would you tell the way to the bookstore?
 2. Would you return the book you stole immediately?
 3. Would you give me your autograph?
 4. Would you get me a cappuccino?
 5. Would you write down any messages if anybody calls me?
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 Practice 2 

(model answers)
 1. Would you like something to drink?
 2. Would you close the window?
 3. Would you tell me how to get to the station?
 4. Would you like some wine?

 Practice 3 

 Ex. 
  onion soup, beef stroganoff

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  F    4.  F

Unit 3

I’ll Be Your Date
 Words & Phrases 

 1. take a seat    2.  expect    3.  come over    4.  make sure    5.  Time’s up

 While Watching 

 1. bus    2.  Horse & Hound    3.  kissing William    4.  movie stars    5.  sister’s

 Comprehension 

come over, expect, take a seat, make sure, Time’s up

 Listening Focus 

 1. expecting me, Take a seat, brought
 2.	 know,	came	over,	make	sure,	fine
 3. were, would, would
 4. Time’s up, get, wanted, last question
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 Practice 1 

 1. If I had a long vacation, I could go to Hawaii.
 2. If I had a car, I could go driving in Hokkaido.
 3. If it were not raining so hard, we could go camping.
 4. If I didn’t have such a high fever, I could go to work.
 5. If I had a credit card with me, I could buy this bag.

 Practice 2 

(model answers)
 2. If I had a baseball ticket, I could go to a baseball game.
 3. If I had a nice suit, I could go to the party.
 4. If it were not raining, I could go for a drive.

 Practice 3 

 Ex. 
  buy, had ¥1,000,000
  buy a car
  buy a cruise ticket for a round-the-world trip

 scanning 

 1. F    2.  T    3.  T    4.  F

Unit 4

Miracles Do Happen
 Words & Phrases 

 1. bad at    2.  get paid    3.  I mean    4.  decade    5.  on a diet

 While Watching 

 1. some wine    2.  Bernie    3.  Bernie    4.  a vegetarian    5.  outside

 Comprehension 

I mean, get paid, on a diet, decade, bad at
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 Listening Focus 

 1. haven’t slept, have, cheap question, means
 2. tell, do, an actress, pay, mean, get paid
 3. been on, diet, since, been, for, decade, ve had
 4. great tie, lying, true, bad at

 Practice 1 

wanted, decided, came, has dated, has been involved

 Practice 2 

(model answers)
 2.	 She	has	just	finished	her	breakfast.
 3. She’s never been to Hawaii.
 4. She’s been waiting for a call from her boyfriend for one week.

 Practice 3 

 Ex. 
Spain

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  F    4.  F

Unit 5

Do You Want to Come Up?
 Words & Phrases 

 1. brilliant    2.  disturb    3.  point    4.  overheard    5.  abide by

 While Watching 

 1. Anna    2.  before    3.  goggles    4.  Japanese    5.  William

 Comprehension 

point, abide by, overheard, disturb, brilliant
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 Listening Focus 

 1. go in, that’s the point, abide by
 2. who, who, left, saw through
 3. disturb, help, wish, hadn’t overheard
 4. shouldn’t have, brilliant, rash, stupid, doing with

 Practice 1 

 1.	 had	finished,	homework
 2. had gone, picnic
 3.	 had	given,	flowers
 4. had worn

 Practice 2 

(model answers)
 1. I shouldn’t have missed the train.
 2. I should have woken up at seven.
 3. I should have called my friend.
 4. I should have bought some milk.

 Practice 3 

 Ex. 
you had been born in the Edo era
I,	worked	as	a	fisherman

 scanning 

 1. F    2.  F    3.  T    4.  F
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Unit 6

Nice Surprise or Nasty Surprise
 Words & Phrases 

 1. face    2.  reality    3.  In fact    4.  ruin    5.  in contact with

 While Watching 

 1. cheek    2.  boyfriend    3.  plates    4.  Spike    5.  three

 Comprehension 

ruined, face, reality, In fact, in contact with

 Listening Focus 

 1. got, go, who was, in fact
 2. reality, faced, what, say, goodbye, traditional
 3. in contact with, Hit me, who, mine
 4. ruined, face, no-win situation

 Practice 1 

 1. whom    2.  whose, who    3.  who    4.  whose, who

 Practice 2 

(model answers)
 1. Barack Obama, who was born on August 4, 1961, is the 44th president of the 

United States.
 2. Barack, whose wife’s name is Michelle, is a graduate of Harvard Law School.
 3. Barack’s eldest daughter, whose name is Malia Ann, was born in 1998.
 4. Michelle, whom Barack married in 1992, also trained as a lawyer.
 5. Barack is a man whom I have long admired.

 Practice 3 

（省略）

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  T    4.  F
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Unit 7

These Are Such Horrible Pictures
 Words & Phrases 

 1. think about    2.  thrilling    3.  surround    4.  hand it over    5.  It feels like

 While Watching 

 1. in trouble    2.  a bath    3.  didn’t love    4.  roof garden    5.  Marc Chagall

 Comprehension 

surrounded, think about, thrilling, Hand it over, It feels like

 Listening Focus 

 1. where to go, surrounded, the place
 2. sorry about, thrilling for, thought about
 3. take, through, lines, talk talk talk, Hand, over
 4. can’t believe, It feels like

 Practice 1 

 1. how    2.  what    3.  when    4.  where    5.  which    6.  what    7.  where  
 8. how    9.  which    10.  when

 Practice 2 

(model answers)
 1. how to use this computer
 2.	 where	to	find	Notting Hill
 3. which one to choose
 4. what to write

 Practice 3 

 Ex. 
  Italy
  Venice, St. Mark’s Square
  glassware
  baby octopus



11Answer Key

 scanning 

 1. F    2.  F    3.  F    4.  T

Unit 8

Breakfast in Bed? Or Lunch or Brunch?
 Words & Phrases 

 1. split up    2.  get on    3.  take his word for    4.  interfere    5.  Why not?

 While Watching 

 1. Spike    2.  Anna    3.  jam    4.  paparazzi    5.  half-dressed

 Comprehension 

get on, split up, Why not?, take his word for, interfere

 Listening Focus 

 1. interfere, split up, get on
 2. that way, lovelier, than, right back
 3. stay, longer, Stay forever, forgot, get, door
 4. go outside, Why not, take my word for it

 Practice 1 

 1. spicier    2.  the most expensive    3.  more popular    4.  healthier    
 5. the cheapest

 Practice 2 

(model answers)
 1. The woman is taller than the man.
 2. China is larger than Japan.
 3. Hawaii is hotter than Alaska.
 4. Ringo is the shortest member of the Beatles.
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 Practice 3 

 Ex. 
 	 most	difficult	course
  mathematics

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  F    4.  T

Unit 9

Our Perspectives Are Different
 Words & Phrases 

 1. regret    2.  get engaged    3.  opposite    4.  take it personally    5.  work out

 While Watching 

 1. upset    2.  Anna’s agent    3.  wasn’t    4.  get engaged    5.  Hampstead Heath

 Comprehension 

regret, opposite, take it personally, work out, get engaged

 Listening Focus 

 1. get it, regret, forever, opposite
 2. take it personally, work out, don’t
 3. get engaged, Wait, know anything about
 4. horribly drunk, ghost （この後に to restが省略されています）, believe

 Practice 1 

 1. excited    2.  interested    3.  drunk    4.  married    5.  broken    6.  lost    
 7. tired    8.  scared    9.  born    10.  surprised

 Practice 2 

Max
 2. He is interested in cooking and movies.
 3. He is married.
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Bernie
 1. He was born on July 25.
 3. He is single.
Bella

 1. She was born on January 13.
 2. She is interested in reading and travel.
 3. She is married.

 Practice 3 

（省略）

 scanning 

 1. F    2.  T    3.  T    4.  F

Unit 10

Wait! There Are Things to Say
 Words & Phrases 

 1. on the phone    2.  show off    3.  ring her back    4.  hate    5.  Here we go

 While Watching 

 1. an old    2.  tea    3.  bookstore    4.  didn’t open    5.  mother

 Comprehension 

Here we go, show off, hate, on the phone, ring her back

 Listening Focus 

 1. a pair of, dialogue, Here we go, on, side
 2. in, on, showing off, listening
 3. hate, disturb, delivery, do it yourself
 4. on, phone, ring, back

 Practice 1 

 1. on    2.  to, from    3.  at, on    4.  in    5.  on    6.  on    7. in    8.  on    
 9. on    10.  on
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 Practice 2 

(model answers)
 1. The cell phone is on the table.
 2. The magazine is on the sofa.
 3. The picture is on the wall.
 4. The light is on the ceiling.
 5.	 The	plants	are	on	the	floor.

 Practice 3 

 Ex. 
  cup, table

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  F    4.  T

Unit 11

Don’t Forget—I’m Also Just a Girl
 Words & Phrases 

 1. go out with    2.  what’s up    3.  make a decision    4.  turn down    5.  in danger

 While Watching 

 1. “no”    2.  Spike    3.  car    4.  was not    5.  Miss Pocahontas

 Comprehension 

made a decision, in danger, What’s up, turned down, go out with

 Listening Focus 

 1. request, leave, thing, in, danger, real, isn’t it
 2. decision, mad, snakes, What’s up, turned down
 3. original is it, might be, go out with
 4. standing, asking, made, decision haven’t I
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 Practice 1 

 1. didn’t she [↗ ]
 2. could he [↗ ]
 3. had he [↘ ]
 4. aren’t they [↘ ]
 5. can’t he [↗ ]
 6. won’t it [↗ ]

 Practice 2 

(model answers)
 1. Spike doesn’t have a girlfriend, does he?
 2. Spike never cleans the house, does he?
 3. Spike has a beard, doesn’t he?
 4. Spike is William’s housemate, isn’t he?
 5. Spike answered the door in his underpants, didn’t he?

 1. Honey is William’s sister, isn’t she?
 2. Honey is younger than William, isn’t she?
 3. Honey doesn’t live in the same house as William, does she?
 4. Honey talks a lot, doesn’t she?
 5. Honey would like to marry Spike, wouldn’t she?

 Practice 3 

（省略）

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  T    4.  F
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Unit 12

Where’s the Press Conference?
 Words & Phrases 

 1. business    2.  intend to    3.  circumstances    4.  take a year off    5.  to do with

 While Watching 

 1. video membership    2.  journalists    3.  Dominic    4.  Bernie    
 5. Anna and William

 Comprehension 

take a year off, to do with, business, circumstances, intend to

 Listening Focus 

 1. you are, on, in wheelchairs, It’s in
 2. take, off, to do with, leading, Absolutely, my business
 3. gentleman in, circumstances, more than
 4.	 intending	to,	in	Britain,	Indefinitely

 Practice 1 

on, from, by, with, in, in

 Practice 2 

(model answers)
 1. There is some red wine in the wine glass.
 2.	 There	are	some	flowers	in	the	vase.
 3. There is a bottle of wine in the wine cooler.
 4. There is a handkerchief in the man’s pocket.
 5. The man is holding a letter in his hand.

 Practice 3 

（省略）

 scanning 

 1. T    2.  F    3.  F    4.  T
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SElf-StUdy Unit 1

 1) Anna could be a popular Hollywood actress.
 2) She could like me.
 3) I couldn’t go out with Anna.
 4) She could be married already.
 5) A celebrity couldn’t visit my bookstore.
 6) That could have been a dream.
 7) That customer could have stolen a book.
 8) She could have left London already.
 9) My sister could have left a message.
 10) She could have bought three books.

SElf-StUdy Unit 2

 1) Would you open the door?
 2) Would you tell me how to get to Notting Hill?
 3) Would you come to my hotel?
 4) Would you get me a cappuccino?
 5) Would you give me your autograph?
 6) Would you like some beer?
 7) What would you like to drink?
 8) Would you like to have dinner with me this evening?
 9) Would you like to go to see a movie on Friday?
 10) Would you like to go to my little sister’s birthday party with me?

SElf-StUdy Unit 3

 1) If I were you, I would marry him.
 2) If I were free this evening, I could go to the party with you.
 3) If I had one million yen, I would buy an expensive watch.
 4) If it were sunny, I could go to the beach with my girlfriend.
 5) If you found your friend’s diary, would you read it?
 6) If you had a car, where would you drive?
 7) If you were the prime minister, what would you do?
 8) I wish I could afford to travel abroad.
 9) I wish I could run into Anna again.
 10) I wish I could speak more than three languages.
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SElf-StUdy Unit 4

 1) I have already dated her twice.
 2)	 I	haven’t	finished	my	homework	yet.
 3) She’s gone to Hollywood.
 4) I’ve been on a diet for three months.
 5) I’ve been expecting her for two hours.
 6) Spike has been living in my house since I got divorced.
 7) We’ve known each other for more than a decade.
 8) Have you ever traveled alone?
 9) Have you ever met a movie star?
 10) I’ve never been abroad.

SElf-StUdy Unit 5

 1) I wish I hadn’t overheard the conversation between you and your boyfriend.
 2) I wish I had watched that popular movie yesterday.
 3) I wish it had been sunny yesterday.
 4) I shouldn’t have followed his stupid instructions.
 5) I shouldn’t have disturbed you.
 6) You should have taken the 9:00 train.
 7) If my grades had been better, I could have studied abroad.
 8) If I hadn’t entered this university, I would have worked for my father’s 

company.
 9) If I had asked her to go for a drive, I could have had a wonderful time with her.
 10) What would have happened if you had forgotten to turn off the gas?

SElf-StUdy Unit 6

 1) I have a lot of friends who like singing very much.
 2)	 My	flatmate,	who	is	an	artist,	is	going	out	with	my	sister.
 3) The woman who came to my shop could have been a famous actress.
 4) Do you know anybody who has visited more than 10 countries?
 5) Would you introduce me to your friend whose wife is a Hollywood star?
 6) Look at the man whose tie is stylish.
 7) Let’s give this cake to the person whose life is the saddest.
 8) The person whom I was waiting for didn’t come to the station.
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 9)	 I	may	break	up	with	my	boyfriend	whom	I	have	been	dating	for	five	years.
 10) Do you remember the handsome guy whom we met at the party?

SElf-StUdy Unit 7

 1) I don’t know what to do.
 2) Please tell me what to see in Tokyo.
 3) Let’s ask William what to eat in London.
 4)	 Could	you	tell	me	where	to	find	the	Mr.	Bean	DVD?
 5) We have to decide where to visit in England.
 6) I don’t know how to face reality.
 7) I want to learn how to use the Internet.
 8) Please tell me how to go to the airport.
 9) I wonder which number to call.
 10) I don’t remember which key to use.

SElf-StUdy Unit 8

 1) William is older than me.
 2) Anna’s watch is more expensive than my car.
 3) My mother is much fatter than my father.
 4) Which do you like better, chicken or beef?
 5) English is easier than Japanese.
 6) She is worse at singing than me.
 7) This steak is the most delicious thing on the menu.
 8) My brother is the healthiest in my family.
 9) Anna is the richest actress in Hollywood.
 10) What is the highest mountain in the world?

SElf-StUdy Unit 9

 1) My sister has just got engaged.
 2) I really got drunk last night.
 3) She could be interested in me.
 4) My parents have been married for 30 years.
 5) This computer got smashed three days ago.
 6) I’m very excited about the new project.
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 7) Where were you born?
 8) I was surprised to see the most famous singer in Japan.
 9) I’m tired of hamburgers.
 10) What would you do if you got lost in London?

SElf-StUdy Unit 10

 1) She spent 1,000 dollars on new clothes.
 2) The wine glass is on the counter.
 3) The picture on the wall could be a Chagall.
 4) He is on another line. Can I take a message?
 5)	 That	famous	restaurant	is	on	fire!
 6) The Ritz is on that corner.
 7) The travel book has a lot of information on Notting Hill.
 8) Let’s listen to the news on the radio.
 9) There is a fashionable café on this street.
 10) Why don’t we talk on the phone on Friday?

SElf-StUdy Unit 11

 1) Anna and William got married, didn’t they?
 2) You are interested in studying abroad, aren’t you?
 3) He didn’t ring her back, did he?
 4) You’ve never been to the U.S., have you?
 5)	 You	haven’t	finished	your	lunch	yet,	have	you?
 6) You can speak Japanese and English, can’t you?
 7) This is the hotel we’re looking for, isn’t it?
 8) That man isn’t a new boyfriend, is he?
 9) Max likes cooking, doesn’t he?
 10) Bella can’t walk, can she?

SElf-StUdy Unit 12

 1) I’ve been staying in London for two weeks.
 2) Tony closed his restaurant in September.
 3) The man in a pink shirt is William.
 4) We had dinner in the living room.
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 5) My brother was born in Kobe in 1985.
 6) The student made a speech in a loud voice.
 7) The press interview will be held in the Savoy, won’t it?
 8) My sister is in love with my friend.
 9) Bella is the woman who is in the wheelchair.
 10) There are seven roses in the vase.

※本テキスト巻末（p. 88–89）の Answer Keyは、本 Teacher’s Manual巻末にあ
ります。
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PHOTOCOPIABLE

Unit 1

 Comprehension 
　ノッティングヒルにある僕の旅行専門書店で、また穏やかな一日が始まった。賑やかな
ご近所にあって、さして繁盛していない書店。アシスタントのマーティンが飲み物を買っ
てくると声をかけてくれたので、カプチーノのスモールサイズを頼んだ。それが僕の買え
る精一杯のもの。「ただいますぐに !」と彼は言い、店をあとにした。まさにその時、彼女
が店に入ってきたんだ。僕は彼女のことにすぐ気づいた。彼女はうっとりするくらいに魅
惑的だった。僕はご用をうかがったけれど、彼女はちょっと見たいだけ、と言った。店に
いた男が彼女にサインを求めるまで、僕はこのお客が有名であるなんて知るよしもなかっ
た。本当に驚きだ !　彼女はトルコに関する本まで買った。もっといい本がありますよと
教えてあげたけど、彼女は気持ちを変えなかった。「もう一度考えたのですが」と僕は言い、
「それはそんなに悪い本じゃないですよ」と伝えた。僕はとても嬉しかったので別の本を
無料で渡した。

 scanning 

映画「ノッティングヒルの恋人」

　「ノッティングヒルの恋人」はヒュー・グラントとジュリア・ロバーツ主演のロマン
チックコメディーです。映画の脚本は「フォー・ウェディング」も手がけたリチャード・
カーティスによって書かれました。映画の多くのシーンはロンドンで撮影されました。
今度あなたがイギリスを訪れる時には、映画で使われたロケ地のいくつかを見てみたく
なるかもしれません。
• ウィリアムの書店はノッティングヒルのポルトベロ通りにありますが、実際にはそれ
は肉屋の隣にある骨董品店です。
• ポルトベロ通りにあるウィリアムの家は、実際はウエストボーンパーク通りとポルト
ベロ通りの交差点にあるリチャード・カーティスの家です。映画撮影後、有名な青色
の玄関扉は 5200ポンドで競売にかけられました。リチャードはありふれた黒色の扉
に換えました。
• アナがロンドンに戻ってきた時、ウィ
リアムはケンウッドハウスまで彼女を
訪ねていき彼女の映画撮影を見学しま
す。その豪華な家はロンドン北部のハ
ムステッドヒースの近くにあります。
• 映画の最後での結婚披露宴シーンは、
ベイズウォーターにあるロンドンのお

 しゃれなヘンパルホテルの禅庭園で撮影されました。

試　訳
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CO
PIA

BLE

Unit 2

 Comprehension 
　今日、書店のかわいらしいオーナー、ウィリアムと出会ったの。お店にいた他の男に私
がサインをするのを見るまで、彼は私が有名なことに気づかなかった。数分後、ウィリア
ムと私は通りでぶつかってしまった。彼はカップに入ったオレンジジュースを持っていて、
それが私たち二人にかかってしまったわ。身づくろいのため彼の家へ行ったけれど、彼っ
たら私との出会いは「超現実的だけど素適」ですって。彼の家を出てから、本の入ったカ
バンを忘れたので取りに戻ったの。ウィリアムはとてもイギリス人らしくて本当に礼儀正
しい !　私、キスしちゃったわ。彼は、「超現実的だけど素適」という発言をしたことを謝
った。そのことを最悪と思ったのね。数日後、私は彼に電話をして彼の同居人に伝言を残
したの。ウィリアムからは連絡がなかったわ。きっと何か悪いことが起きたのかしらと考
えた。ついに彼が電話をしてきたの !

 scanning 

リッツへようこそ
開業 100 年：バルセロナ、パリそしてマドリッドにある系列ホテルとともに、リッ
ツロンドンは伝説のホテル王であるスイスのセザール・リッツによって建てられま
した。この華麗なホテルは 1906年 5月 24日に開業いたしました。今なお、ロンド
ンで最も魅力的な五つ星ホテルの一つとなっております。

お部屋：この豪華なホテルは、130を超える壮麗なお部屋とスイートルームを用意
しております。各お部屋は青色、ピーチ、ピンク色、黄色に装飾され、全てのお部
屋に重厚なカーテンと大理石のバスルームをご用意しております。

お食事：壮観なパームコートでは有名なアフタヌーンティーをお楽しみいただけま
す。焼きたてのスコーン、ジャムとクリーム、豊富なペストリーやサンドウィッチ
の共演は、忘れがたいひと時を演出することでしょう。お客様には服装規程がござ
います。男性のお客様にはジャケットとネクタイのご着用をお願いしております。

ロケーション：リッツはまさにロンドンの中心地に位置しています。ウェストエン
ドにある数多くの劇場にとても近く、ま
た多くの博物館やアートギャラリー、ボ
ンド、オックスフォード、ジャーミンと
いった名高いショッピング街が徒歩圏内
に位置しています。最寄りの地下鉄駅は、
ピカデリー、ヴィクトリア、ジュビリー
線にあるグリーンパーク駅です。
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　アナに電話をすると、その日の午後にホテルリッツに来ないかと誘われた。彼女のスイ
ートルームで、こんなに大勢の報道関係者を目にするとは思いもしなかった。アナのアシ
スタントの一人が僕のことを記者だと思ったので、僕は「馬と猟犬」の者だと言った。そ
の女性は僕に椅子をすすめてくれて、そのあとアナの部屋へ案内してくれた。もう一度彼
女に会えて感激だった。でも驚いたことに、彼女は「私のキスが真剣なものだとあなたが
思っていないことを確認したかっただけ」と言った。僕は彼女に、もしこれが夢ならもう
一度キスするんだけど、と伝えた。僕たちがまさにキスをしようとしたその時、アナの私
設秘書が入ってきて言った。「時間ですよ !」。僕はアナに後で会ってくれるよう頼んだけど、
彼女は忙しいと言った。それから帰ろうとしていたその時、アナが僕のことを呼び戻した。
彼女が言うには、予定を変更したとのこと。予定があいて一緒に僕の妹の誕生日パーティ
ーに行けることになったんだ !

 scanning 

イギリスの雑誌
「トップギア」はイギリスで最
もよく売れている車雑誌で、ハ
ッチバックから旅客車まで最新
の情報が満載。車とドライブ好
きの方には価格ガイドや世界の
モータースポーツについてのリ
ポート、最速のスーパーカーに
関する記事も掲載しています。
情報と楽しいウィットが見事に
融合された一冊。　月刊

1884年創刊の「馬と猟犬」は、
世界で最も古い乗馬雑誌。ポロ
から狐狩り、ホースショーに至
るまで、馬に関するスポーツの
全ての面を扱っています。ニュ
ース記事、トップ騎手や調馬師
の徹底インタビューも掲載。馬
の愛好家だけでなく専門家にと
っても最高の雑誌です。　週間

「ハウス & ガーデン」は住居装
飾に関するイギリスの代表誌。
室内デザインの記事はロンドン
のタウンハウスから改築納屋ま
で多岐に及んでいます。屋外デ
ザインの記事も同様に、親水庭
園からおしゃれで都会的な石
敷きの庭まで幅広くさまざまで
す。　月刊

「タトラー」はイギリスの最も
愉快な社交界の雑誌。豪奢なフ
ァッションや美容、高価な宝石
についての生き生きとした知的
な記事を掲載しています。上流
階級に関するリポートと世界で
最も魅力的な有名人の生活につ
いての識見でとても高名。現在、
世界中に配送可能 !　月刊
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　誕生日パーティーはとっても楽しかった。つまり、それはハリウッドのパーティーより
はるかに楽しかったっていうこと。ハリウッドでのパーティーは魅力的ではあるけれど、
冷たくて中身がないの。ウィリアムの友達は私のことを普通の人のように扱ってくれたけ
ど、彼の妹のハニーは映画スターに会えて興奮していたわ。彼女はトイレの中にまでつい
て来たんだから !　それとバーニーは、私が 1本の映画でどれくらい稼いでいるか信じら
れなかったわ。パーティーの最後で、私たちは誰が最も惨めな人生を送ってきたかってい
うコンテストをしたの。賞品はチョコレートブラウニー。私は皆に言ったわ。「19歳の時
からダイエット、だから 10年間も飢え続けているのよ」。さらに私は演技が下手なことも
言った。皆は私の人生がそんなに悲惨だとは信じなかったから、私はブラウニーを勝ち取
れなかったの。お互いのことをよく理解しあっている友人たちと過ごした、それはとても
癒された夜だった。

 scanning 

1. 無人島
　大型客船が沈没した後、さまざまな乗
客が美しい無人島に漂着した。乗客は次
のグループに分けられる。
　* 二人のフランス人男性と一人のフラ
ンス人女性、二人のドイツ人男性と一人
のドイツ人女性、二人の日本人男性と一
人の日本人女性、二人のイギリス人男性
と一人のイギリス人女性。
　1カ月後、各グループはまだ島で生存
していたが、いろいろな出来事が起こっ
ていた。
　* 二人のフランス人男性と一人のフラ
ンス人女性は三人で楽しく暮らし、ベッ
ドを共にしている。二人のドイツ人男性
は、毎日交替でどちらか一方がドイツ人

女性と過ごすよう厳格なスケジュールを
決めた。二人の日本人男性は東京にファ
クスを送ったが、まだ何の指示も受け取
っていない。二人のイギリス人男性は誰
かが自分たちにイギリス人女性を紹介し
てくれるのを待っている。

2. ヨーロッパにおける天国と地獄
欧州人にとって天国とは ?
　天国とは、イギリス人が警官、スイス
人が銀行家、ドイツ人が技師、フランス
人が調理師、そしてイタリア人が恋人、
そんな場所のことである。

欧州人にとって地獄とは ?
　地獄とは、イギリス人が調理師、スイ
ス人が恋人、ドイツ人が警官、フランス
人が技師、そしてイタリア人が銀行家、
そんな場所のことである。
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　あの夜、パーティーの後、アナはかなり衝動的だった。僕たちは家に囲まれた庭のそば
を歩いていた。僕は彼女にこれらの庭は専有使用であると伝えたけれど、彼女は中に入り
たがった。「だめだよ、専有使用なんだから、そこが肝心なんだよ」と僕は言った。彼女は「あ
なたはそんな規則を守るの ?」と言ってフェンスを乗り越えたので、僕も彼女のあとをつ
いていくしかなかった。驚いたことに、実際のところ僕はそこでの時間を楽しんでいたし、
アナはもう一度キスしてくれた。また別の夜、僕たちは日本料理店へ行った。他のテーブ
ルで無作法な男たちがアナのことを話題にしているのを聞いてしまった。彼らはばかげた
ことを話していたので、僕は彼らに話をしに行った。「君たちの邪魔をして悪いんだけど、
アナも一人の人間なんだよ」。アナは僕を引っ張って行ったけど、気づいた時には彼女は
戻って行って暴言を吐いていた。彼女は素晴らしかった。彼女は彼らが愚かしく感じるよ
う、本当にうまくやってのけたんだ。

 scanning 

共有ガーデンのご案内

　「ノッティングヒルの恋人」の一場面で、二人の主人公、アナとウィリアムはディナ
ーパーティーの後、鍵のかかった門を乗り越えて私有地である庭へ入り込みました。こ
の場面は、ロンドンのノッティングヒルにあるロズミード通り沿いのロズミードガーデ
ンズで撮影されました。
　ロンドンの多くの街区は共有の庭を囲むように
つくられています。その名前、そして実際に小さ
な公共の公園のように見えるにもかかわらず、こ
れらの庭は通常私有で、その街区にある家の持ち
主たちによって共同所有されています。補修費は
住人が分担し、通常は施錠された門によって立ち
入りが制限されています。

ロンドン中央部の庭 その他の情報 土曜日の開園時間 日曜日の開園時間
ブリティッシュ・ミュー
ジアム・ガーデンズ―イ
ンドの植物を多く展示

•軽食販売
•身体障害者用トイレ有り 10時から 8時 10時から 5時 30分

ブランズウィック・ス
ク エ ア―1795 年から
1802年の間に建造

•入場券必要
•音楽有り 休園 11時から 4時

カルソープ・プロジェク
ト・コミュニティ・ガー
デン―自然庭園と 5歳以
下の遊び場が特徴

•ピクニック可
•家族での遊び可
•トイレ有り

12時から 5時 休園
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　ああ、私はウィリアムの人生を台無しにしてしまった !　今日、彼が私のホテルの部屋
へやって来た時、彼は私に会えたことをとても喜んでキスをしてくれた。「帰らないとダ
メ !」と私はささやいた。ちょっと困ったことが起きていたの。ボーイフレンドのジェフ
がちょうどアメリカから飛んで来て隣の部屋にいたのよ。この問題に直面することはウィ
リアムにとって明らかに好ましいことではなかった。それからジェフが現れたわ。ウィリ
アムを見て彼は言った。「誰 ?」。ウィリアムは嘘をついて「ルームサービスです」と言っ
たわ。彼は嘘が下手。ジェフはくだらないジョークを口にした。ウィリアムの「ペンギン
コート」はどこと聞いたり、「汚れたお皿を片付けて」と彼に頼んだりした。ジェフは本
当に間抜け。実際には私は彼のことを愛していない。事実、もう彼には会いたくないの。
かわいそうなウィリアムはそこに立ったまま、ジェフが私にキスするのを見ていなければ
ならなかった。彼はもう二度と私に連絡をしてこないでしょう、きっと。

 scanning 

イギリスの結婚事情

　イギリスの結婚率が急速に降下している。英国立統計局（BONS）によれば、2007
年、同国の結婚数は 23万をわずかに上回る程度だった。人口が今日のわずか半数だっ
た 1895年以来、最低の数字である。

　BONSによる最近の調査ではいくつか
の憂慮すべき統計値が明らかとなった。

• 初婚女性の平均年齢は 1980年の 23
歳から、ほぼ 30歳へと上がっている。
男性については、1980年の 26歳から
32歳へと上昇。
• 結婚するイギリス人のうち、驚くべき
ことに 45パーセントものカップルが
離婚を迎えることになる見込み。
• イギリスの赤ん坊のうち 40パーセン
トは婚外カップルから生まれている。
• イングランドとウェールズにおける

10代の妊娠率はオランダの 6倍で、
フランスの 3倍。

　タイムズ紙掲載の最近の記事もまた、
不安を募らせる。イギリスの主要な新聞
の調査によれば、驚くべきことに 59パ
ーセントもの既婚女性が、経済的安定が
あれば夫のもとを今すぐ離れるだろう、
と回答。世論調査に参加した夫の 50パ
ーセント強が、自分たちの結婚は「愛の
ないもの」と位置づけている。
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　ある日、アナが突然僕の家にやって来た。彼女は困っていた。英国紙が彼女のヌード写
真を載せていたんだ。それは昔のもので彼女がまだ若くて貧しかった頃の写真だった。報
道関係者が彼女のホテルを取り囲んでいた。僕は写真のことはもう考えないようにと言っ
て、僕の家に隠れるよう彼女を招き入れた。その後、彼女はジェフのことはもう愛してい
ないと言った。それを聞いて僕はとても嬉しくなった。僕たちは彼女の次の映画のことを
話した。彼女はその台本を持っていたので、僕は「それを貸して」と言い、家の屋上の庭
で二人でセリフの練習をしたんだ。僕たちはよく笑った。その後、アナはキッチンの壁に
飾ってあるシャガールの絵を見つけた。それは幸せな恋人たちと、バイオリンを弾くヤギ
が空に浮かんでいる絵だった。アナは言った。「愛のイメージだわ」

 scanning 

人気のリンデンガーデン所在の、美しく広々とした 4LDKメゾネット。全て揃った各
戸独立式で、格調高い歴史的建物の 1・2階部分にあります。床は全面フローリングで、
きれいにリフォーム済みです。

広さは 183㎡、張り出し窓のある美しい 9メートルの応接室、最新式の器具類装備の
素敵なキッチン・ダイニングルーム、洗濯機と乾燥機が置けるユーティリティルーム、
バスルーム付きの主寝室とさらに 3つの寝室、クロークと日当たりの良い中庭がありま
す。

リンデンガーデンは、レストランや店が立ち並ぶおしゃれなノッティングヒル地区から
徒歩数分。最寄り駅は、地下鉄セントラル線、ディストリクト線、サークル線のノッテ
ィングヒルゲート駅です。

貸家：驚くほど魅力的な 4LDK

月額 4800ポンド
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　ウィリアムと私との関係はとてもうまくいっていたわ。私はジェフと別れたことをウィ
リアムに話して、二人で素敵な夜を過ごしたの。翌朝、私たちがベッドで朝食をとろうと
していると、玄関のベルが鳴った。ウィリアムはドアを開けたけど、すぐに閉めたわ。彼
は私に中にいるように言ったけど、私はその忠告を聞かなかった。ドアの外にはカメラを
持った大勢のパパラッチがいたわ。私はすぐに家の中に戻り、運転手を呼んだの。ウィリ
アムのルームメイト、スパイクが階段を降りてきたので、ウィリアムはスパイクに「外に
は出るな」と言ったわ。スパイクは「どうして ?」とたずね、ウィリアムはとにかく出な
いようにと答えた。スパイクは下着のままで外に出てポーズを取っていたから、マスコミ
が外に来ていることをたぶんわかっていたのね。なぜスパイクは私たち二人の間に割って
入って面倒なことを起こすの ?　ウィリアムは私にそんなに悩むことじゃない、と言った
けど私は腹を立てていた。「新聞は永遠に残るのよ。私は永遠に後悔するわ」。そう言って、
彼の家を出たの。

 scanning 

警察、ダイアナ妃の死を捜査
1997/8/31
［パリ］フランス警察は、日曜日のダイアナ妃の死について 7人のカメラマンから事情
を聞いている。ダイアナ妃を乗せた車が大破し、ダイアナ妃、同乗していたドディ・ア
ルファイド氏、運転手の 3人が死亡する前、カメラマンたちはその車を追いかけていた。
車に乗っていたガードマンは一命を取り留めたが重傷。
　目撃者らは、カメラマンたちはダイアナ妃の写真を撮るために車を追跡していた、と
証言している。「ダイアナ妃の運転手は、車がガード下のトンネルに入ったとき、コン
トロールを失ったと思う。彼はパパラッチから逃
れようとしていた」と目撃者の一人は話した。
　捜査員の一人は「我々の捜査によって、パパラ
ッチたちがこの事故の原因にどう関わっていたか
が立証されるだろう」と述べた。
　ダイアナ妃がハロッズのオーナー、モハメド・
アルファイド氏の息子であるドディ・アルファイ
ド氏とともにパリのリッツホテルを出た後、事故
は勃発。ダイアナ妃の乗ったベンツが柱にぶつか
って側壁に激突した際、同車はバイクに乗ったカ
メラマンたちに猛スピードで追いかけられていた。
　ダイアナ妃は、初めてチャールズ皇太子と出会
った頃から、その一挙一動を追ってきた商業カメ
ラマンであるパパラッチについてよく不満を漏ら
していた。
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　アナは最後に「私は永遠に後悔するわ」と言った。でも僕はといえば全くそうじゃない
んだ。僕は今でも彼女のことを思い、愛している。アナがイギリスを発った後、友人たち
皆とトニーのレストランに集まった。レストランはうまくいっておらず、もう閉める予定
だった。ベラは「トニー、気を悪くしないでね。うまくいく事もあれば、いかない事もあ
るわ」と言った。バーニーはさらに悪いニュースを発表した。彼は株式ブローカーとして
の仕事をクビになったというんだ。皆が少し元気になったのは、ハニーが婚約するつもり
だと発表した時だった。しかもスパイクと !　僕は皆に、アナのことは忘れるつもりだし、
幸せになってみせると伝えたんだ。その夜しばらくして、アナが新しい映画の撮影のため
にロンドンに戻って来ているとマックスが教えてくれた。それを聞いて僕は本当に驚いた。

 scanning 

略歴：ジュリア・ロバーツ
　ジュリア・フィオナ・ロバーツは、ロマンチックコメディー「プリティウーマン」で
主役を演じ、1990年代前半に名声をあげた。同映画で、彼女は（リチャード・ギア演じる）
大金持ちの実業家に雇われ、数々の重要なビジネス会合で同伴者役をする売春婦を演じ
た。
　テンポの良い会話と主演二人の息の合った演技で映画は大ヒットとなり、ロバーツは
この役でゴールデングローブ賞を受賞。さらに 2001年には「エリン・ブロコビッチ」

でアカデミー主演女優賞に輝いた。実話に基づいた説得
性のあるこの作品で、ロバーツはある市の水道水質汚染
に関して告発された企業を打ち負かす弁護士のアシスタ
ントを演じた。
　「ベスト・フレンズ・ウェディング」や「プリティ・ブ
ライド」などのロマンチックコメディーに加え、この才
能ある女優は「オーシャンズ 11」のような犯罪映画にも
出演。出演した映画は全て合わせると、20億ドル以上の
売上げになり、興行成績の面で最も成功した女優である。
　実際、ロバーツは世界で最も出演料の高い女優の一人
になった。「プリティウーマン」の出演料は 30万ドルだ
ったが、12年後の「モナリザスマイル」では、2500万ド
ルを受け取ったのである。
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　私はロンドンに戻って、映画の撮影をしていた。その時、映画のセットの場所にウィリ
アムが思いがけず現れたの。私は後で話したいことがあるので待っていてほしいと頼んだ
わ。ジェームズという俳優との撮影シーンがあったので、その場をあとにしたの。「どうぞ」
と言うとジェームズは私にボトルの水を渡してくれた。「今日中に撮影を終わらせないと。
2日後にはニューヨークなの」。私が言うと、ジェームズはスケジュールが詰まっていると
格好をつけるなと言い、ウィリアムのことを聞いてきた。私は恋人のことを話したくなか
ったので、ウィリアムについて本当のことを言わなかった。翌日、私はウィリアムの本屋
へ行き、彼にプレゼントを渡したの。私たちが話していると、マーティンが途中でやって
きて「お母さんから電話が」とウィリアムに言ったわ。「後でかけ直すって伝えてくれ」。
彼はそう答えたけど、お母さんはどうしても彼と話したいようだった。ウィリアムは戻っ
てきた時、私とはもう会えないと言ったの。

 scanning 

ようこそ、ハムステッドヒースへ

　ハムステッドヒースはロンドンの最も人気のあるオープンスペースの 1つで、中心部
のトラファルガースクエアからちょうど 6キロの場所にあります。このロンドン市で最
も素晴らしい公園にはジョギングができる広場、寝転がることのできる芝生、かくれん
ぼもできる森、そして最も有名なものに水泳のできる池があります。
　ハムステッドヒースは、世界有数の賑やかな都市の中心にある、美しい田園風景あふ
れる別天地です。

ヒースを訪れる全ての方へのお願い
●ゴミの後始末を
ゴミは公園内のゴミ箱に捨てるか、できれ
ば家に持ち帰り、リサイクルしてください。

●フンの後始末を
あなたの犬のフンの処理はあなたの義務で
す。犬のフンは必ず取って下さい。

●バーベキュー禁止、火気厳禁
ヒースは 1年を通して火による被害に非常
に弱いです。これまでバーベキューによる事故が多発し、当地では許可されていません。

●自転車は決められた道路で
歩行者に気をつけて自転車専用道路を利用して下さい。

●鳥に餌をやる時には注意して
パンを池に投げ入れないで下さい。ネズミが繁殖します。鳥は穀類やレタスをより好むこと
をお忘れなく。
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Unit 11

 Comprehension 
　僕はアナに、もう会わないことに決めたと伝えた。僕は危うくなるんだ、だって僕は、
ビバリーヒルズに住む映画スターに恋をした、ノッティングヒルに住むごく普通の男だか
ら、と言った。彼女がまた僕の前からいなくなって、自分が傷つくのが怖かったんだ。そ
の後、僕はトニーのレストランで、友人たちに会って意見を聞いた。スパイクもやってき
て「どうしたんだ ?」とたずねた。僕はアナ・スコットをふったんだと答えた。アナは僕
とつき合いたいということ、そして「忘れないで、私も一人の女よ。好きな人の前に立ち、
愛してほしいと願っているの」と言ったことを話した。その時、僕は自分が間違いを犯し
たということに気づいた。アナがアメリカへ発つ前に会わなくてはいけない。僕らは皆マ
ックスの車に乗り込んで、アナの滞在するホテルへ急行した。アナはチェックアウトして、
今はサボイホテルにいるとフロントの男性が教えてくれた。

 scanning 

略歴：ヒュー・グラント

　ヒュー・グラントが大きな飛躍をとげたのは、1994年の「フォー・ウェディング」
で主役を演じたときだった。その後、「恋するための 3つのルール」（1999年）などの
ヒット作で、立て続けにコミカルな演技を披露。俳優としてもっと意欲的に取り組もう
としない彼の態度を批判する人もいれば、演技することをとても簡単そうに見せる能力
をほめる映画業界人もいる。

　俳優とは真剣に取り組むというものではなく、
偶然関わることになった 1つの職業、とグラント
自身はしばしば語っている。
　彼の私生活は、しばしば俳優としての彼の経歴
に影を投げかけてきた。楽しいウィットに富み、
魅力的でカリスマ性のある男性ではあるが、気分
屋でマスコミに失礼な態度をとることもある。
　1995年、俳優は駐車した車中で売春婦とわい
せつ行為をしたとして逮捕され、人々を驚かせた。
事件の後、彼はテレビ番組に出演し、堂々と話し
た。「皆さんは人生において、して良い事と悪い
事が何なのかをご存知だと思います。そして私は
悪い事をしました」。グラントのすがすがしい誠
実さは称賛され、ファンは彼を許したのである。
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Unit 12

 Comprehension 
　サボイホテルで記者会見をしていた時、少し悲しい気持ちだったの。一人の記者の「英
国滞在はいつまで ?」という質問に、私は今夜発つと答えたわ。そして 1年間の休養を取
って、これからのことを考えるつもりだと言った。別の記者が 1年間の休養というのは、
ジェフと他の女優との噂と何か関係があるかと質問してきたので、「私とはもう関係のな
いことです」と答えたわ。また別の記者はウィリアムのことを聞いてきたので、私たちは
ただの友達だと答えた。その時突然、記者のふりをしているウィリアムがいるのに気がつ
いた。ウィリアムは「もしも状況が許すなら、あなた方二人が友達以上になる可能性は ?」
と私に聞いたの。そうなることを望んでいると私が言うと、彼は考え直してイギリスにい
てほしいと言ったわ。彼を見たら、彼が私を愛していて、私にここに残ってほしいという
ことがわかった。私は記者に向かって言ったの。「永遠に英国にいるつもりです」と。

 scanning 

映画評「ノッティングヒルの恋人」

映画ファンの評価： 8/10

　ウィリアム・タッカー（ヒュー・グラント）はノッティングヒルに暮らす、書
店の経営者。彼の書店は収支を合わせるのが精一杯の状態で、家の一部をスパイ
クというだらしのない同居人に貸している。ウィリアムには、彼のことをとても
気にかけてくれる少数の親友たちがいる。バーニーは出来の悪い株式仲買人。マ
ックスはウィルの親友で、ベラという妻がいる。ベラはウィルの昔の彼女で、弁
護士。そしてハニーはウィルの無分別な妹だ。
　ウィルの妻は他の男性と駆け落ちし、それ以来彼は恋をしていない。だが、おそ
らく世界で最も有名な、まばゆいばかりに美しい映画
女優アナ・スコット（ジュリア・ロバーツ）が彼の書
店にやって来たことで、全ての状況は一変する。予想
に反して、アナとウィリアムは親しくなるが、別世界
に住む二人の関係が恋に発展する可能性はほとんどな
い。
　この素敵な映画は少しずつテンポを上げていき、誰
もが知っているおとぎ話のようなラストを迎える。カ
メラワークやセットはロンドンを美しく引き立て、室
内での撮影は狭いノッティングヒルの住宅を独創的に
利用している。
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REviEw QUiz Unit 1

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• afford • coming right up • for free
• look around • on second thought   

 1) I cannot (     ) to buy an expensive bag. I’d like to choose a cheap one.
 2) (     ), why don’t we order a delivery pizza instead of eating out?
 3)	 “Could	I	have	a	cafe	latte?”	“(	 	 	 	 	 )!”
 4) You can park your car here (     ).
 5) I want to (     ) this shopping mall.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) She ( in / could / live / Beverly Hills ).

 2) She ( acted / in / have / the movie Notting Hill / couldn’t ).

 3) This person ( could / a / university / be / student ).

 4) Dolphins ( smarter / could / human beings / be / than ).

 5) World War III ( happen / in / could / years / ten ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) アナは有名な女優かもしれない。

 2) 僕は彼女のことを好きなのかもしれない。

 3) 映画スターが僕の店に来るはずがない。

 4) 彼女は伝言を残したのかもしれない。

 5) あれは夢だったのかもしれない。

revIeW QuIz
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REviEw QUiz Unit 1 (AnSwER KEy)

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• afford • coming right up • for free
• look around • on second thought   

 1) I cannot (afford) to buy an expensive bag. I’d like to choose a cheap one.
 2) (On second thought), why don’t we order a delivery pizza instead of eating 

out?
 3) “Could I have a cafe latte?” “(Coming right up)!”
 4) You can park your car here (for free).
 5) I want to (look around) this shopping mall.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) She ( in / could / live / Beverly Hills ).

She could live in Beverly Hills.

 2) She ( acted / in / have / the movie Notting Hill / couldn’t ).
She couldn’t have acted in the movie Notting Hill.

 3) This person ( could / a / university / be / student ).
This person could be a university student.

 4) Dolphins ( smarter / could / human beings / be / than ).
Dolphins could be smarter than human beings.

 5) World War III ( happen / in / could / years / ten ).
World War III could happen in ten years.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) アナは有名な女優かもしれない。

Anna could be a famous actress.

 2) 僕は彼女のことを好きなのかもしれない。
I could like her.

 3) 映画スターが僕の店に来るはずがない。
A movie star couldn’t come to my shop.

 4) 彼女は伝言を残したのかもしれない。
She could have left a message.

 5) あれは夢だったのかもしれない。
That could have been a dream.
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 2

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• a couple • disaster • something wrong with
• sorry about • write down   

 1) Please (     ) important keywords in your notebook.
 2) There must be (     ) my computer. I can’t turn it on.
 3) I’m (     ) this morning. I got too upset and angry.
 4) There was a big earthquake yesterday. It was a major (     ).
 5) Could I have (     ) of those donuts?

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) Would ( is / me / the library / where / tell / you )?

 2) Would ( of / get / coffee / cup / me / a / you )?

 3) Would ( the station / you / get to / me / how to / tell )?

 4) What ( your dessert / for / would / like / you )?

 5) ( cream / to / I’d / ice / like / have ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) ドアを閉めてもらえませんか。

 2) 私の部屋へ来てもらえませんか。

 3) ワインはいかがですか。

 4) 明日映画を見に行きませんか。

 5) 金曜日ランチを一緒にいかがですか。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• a couple • disaster • something wrong with
• sorry about • write down   

 1) Please (write down) important keywords in your notebook.
 2) There must be (something wrong with) my computer. I can’t turn it on.
 3) I’m (sorry about) this morning. I got too upset and angry.
 4) There was a big earthquake yesterday. It was a major (disaster).
 5) Could I have (a couple) of those donuts?

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) Would ( is / me / the library / where / tell / you )?

Would you tell me where the library is?

 2) Would ( of / get / coffee / cup / me / a / you )?
Would you get me a cup of coffee?

 3) Would ( the station / you / get to / me / how to / tell )?
Would you tell me how to get to the station?

 4) What ( your dessert / for / would / like / you )?
What would you like for your dessert?

 5) ( cream / to / I’d / ice / like / have ).
I’d like to have ice cream.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) ドアを閉めてもらえませんか。

Would you close the door?

 2) 私の部屋へ来てもらえませんか。
Would you come to my room?

 3) ワインはいかがですか。
Would you like some wine?

 4) 明日映画を見に行きませんか。
Would you like to go to see a movie tomorrow?

 5) 金曜日ランチを一緒にいかがですか。
Would you like to have lunch with me on Friday?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 3

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• come over • expect • make sure
• take a seat • time’s up   

 1) Come here and (     ). This is where you are supposed to sit.
 2) Don’t (     ) him to show up on time. He’s always late for class.
 3) I don’t know why I did such a stupid thing. Something must have (     ) 

me.
 4) (     ) that the entrance door is locked when you leave home.
 5) (     ). Put your pencil down and I’ll collect the answer sheets.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) If I ( would / you, / train / a / take / I / were ).

 2) I ( a / I / could / long holiday / wish / have ).

 3) If ( we / it / play / weren’t / tennis / raining, / could )?

 4) My ( be / sister / to / you / surprised / see / would ).

 5) What ( buy / were / would you / rich / you / if / very )?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) もし私があなたなら、彼とパーティーに行くわ。

 2) 2カ国語以上話せたらいいのに。

 3) もう一度あの女優にばったり会えたらいいのに。

 4) もし 1万円見つけたら、それを使いますか。

 5) もしあなたが“ドラえもん”なら何をしますか。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• come over • expect • make sure
• take a seat • time’s up   

 1) Come here and (take a seat). This is where you are supposed to sit.
 2) Don’t (expect) him to show up on time. He’s always late for class.
 3) I don’t know why I did such a stupid thing. Something must have (come over) 

me.
 4) (Make sure) that the entrance door is locked when you leave home.
 5) (Time’s up). Put your pencil down and I’ll collect the answer sheets.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) If I ( would / you, / train / a / take / I / were ).

If I were you, I would take a train.

 2) I ( a / I / could / long holiday / wish / have ).
I wish I could have a long holiday.

 3) If ( we / it / play / weren’t / tennis / raining, / could )?
If it weren’t raining, could we play tennis?

 4) My ( be / sister / to / you / surprised / see / would ).
My sister would be surprised to see you.

 5) What ( buy / were / would you / rich / you / if / very )?
What would you buy if you were very rich?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) もし私があなたなら、彼とパーティーに行くわ。

If I were you, I would go to the party with him.

 2) 2カ国語以上話せたらいいのに。
I wish I could speak more than two languages.

 3) もう一度あの女優にばったり会えたらいいのに。
I wish I could run into the actress.

 4) もし 1万円見つけたら、それを使いますか。
If you found 10,000 yen, would you spend it?

 5) もしあなたが“ドラえもん”なら何をしますか。
What would you do if you were Doraemon?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 4

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• bad at • decade • get paid
• I mean • on a diet   

 1) I don’t like karaoke because I’m (     ) singing.
 2) In my workplace, I (     ) on the 25th.
 3) Do you understand what (     )? Let me explain again.
 4) How’ve you been? I haven’t seen you for almost a (     ).
 5)	 I’ve	been	(	 	 	 	 	 )	for	a	month	and	I’ve	lost	five	kilograms.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I ( sports / have / marine / tried / never ).

 2) I ( several / dated / 17 years old / I / since / was / have / boys ).

 3) He ( hours / for / has / the video game / two / been playing ).

 4) Have ( a / ever / run / you / famous actor / into )?

 5)	 My	(	homework	/	finished	/	sister	/	her	/	hasn’t	)	yet.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 彼と私は 7年間知り合いです。

 2) 海外へ行ったことがありますか。

 3) 私は神戸に 10年間住んでいます。

 4) ランチを食べ終わりましたか。

 5) 私はもうすでに 5回もロンドンを訪れました。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• bad at • decade • get paid
• I mean • on a diet   

 1) I don’t like karaoke because I’m (bad at) singing.
 2) In my workplace, I (get paid) on the 25th.
 3) Do you understand what (I mean)? Let me explain again.
 4) How’ve you been? I haven’t seen you for almost a (decade).
 5) I’ve been (on a diet)	for	a	month	and	I’ve	lost	five	kilograms.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I ( sports / have / marine / tried / never ).

I have never tried marine sports.

 2) I ( several / dated / 17 years old / I / since / was / have / boys ).
I have dated several boys since I was 17 years old.

 3) He ( hours / for / has / the video game / two / been playing ).
He has been playing the video game for two hours.

 4) Have ( a / ever / run / you / famous actor / into )?
Have you ever run into a famous actor?

 5)	 My	(	homework	/	finished	/	sister	/	her	/	hasn’t	)	yet.
My sister hasn’t finished her homework yet.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 彼と私は 7年間知り合いです。

He and I have known each other for seven years.

 2) 海外へ行ったことがありますか。
Have you ever been abroad?

 3) 私は神戸に 10年間住んでいます。
I’ve been living in Kobe for 10 years.

 4) ランチを食べ終わりましたか。
Have you finished your lunch yet?

 5) 私はもうすでに 5回もロンドンを訪れました。
I have already visited London five times.



42 Teacher’s Manual

PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 5

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• abide by • brilliant   • disturb
• overheard • point

 1)	 Did	you	see	the	magic	show	on	TV	last	night?	It	was	(	 	 	 	 	 )!
 2) Don’t (     ) me when I am making a phone call.
 3) What’s your (     )? I don’t understand what you are trying to say.
 4) I (     ) a secret conversation between my father and mother.
 5) If you don’t (     ) the laws, you will be punished.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1)	 I	(	had	/	I	/	flowers	/	my	girlfriend	/	bought	/	wish	/	for	).

 2) I ( for / I / wish / them / dinner / with / had / gone out ).

 3) I ( caught / the / 8:00 / have / bus / should ).

 4) I ( call / have / to / shouldn’t / my mother / forgotten ).

 5) If I had been ( the / would / have / Meiji Era, / I / in / born / become ) a doctor.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 昨日雨じゃなければよかったのに。

 2) その映画を見ておけばよかった。

 3) あなたたちの会話がふと聞こえてこなかったらよかったのに。

 4) 彼とデートするべきではなかった。

 5) もしお金持ちだったら留学できたのに。
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REviEw QUiz Unit 5 (AnSwER KEy)

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• abide by • brilliant   • disturb
• overheard • point

 1) Did you see the magic show on TV last night? It was (brilliant)!
 2) Don’t (disturb) me when I am making a phone call.
 3) What’s your (point)? I don’t understand what you are trying to say.
 4) I (overheard) a secret conversation between my father and mother.
 5) If you don’t (abide by) the laws, you will be punished.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1)	 I	(	had	/	I	/	flowers	/	my	girlfriend	/	bought	/	wish	/	for	).

I wish I had bought flowers for my girlfriend.

 2) I ( for / I / wish / them / dinner / with / had / gone out ).
I wish I had gone out for dinner with them.

 3) I ( caught / the / 8:00 / have / bus / should ).
I should have caught the 8:00 bus.

 4) I ( call / have / to / shouldn’t / my mother / forgotten ).
I shouldn’t have forgotten to call my mother.

 5) If I had been ( the / would / have / Meiji Era, / I / in / born / become ) a doctor.
If I had been born in the Meiji Era, I would have become a doctor.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 昨日雨じゃなければよかったのに。

I wish it had not rained yesterday.

 2) その映画を見ておけばよかった。
I should have watched the movie.

 3) あなたたちの会話がふと聞こえてこなかったらよかったのに。
I wish I hadn’t overheard your conversation.

 4) 彼とデートするべきではなかった。
I shouldn’t have dated him.

 5) もしお金持ちだったら留学できたのに。
If I had been rich, I could have studied abroad.
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 6

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• face • in contact with   • in fact
• reality • ruin

 1) We must (     ) the fact that the earth is in great danger. Take some 
action	right	now!

 2) What you see in movies and what you get in (     ) are very different.
 3) I liked the curry rice you cooked. (     ), it was the best I’ve ever had.
 4) Does the new building (     ) the view?
 5) I have kept (     ) my host family for a long time.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I ( a friend / lives / who / Beverly Hills / in / have ).

 2) I know a chef ( runs / mother / restaurant / whose / a ).

 3) The woman ( singer / a / I / whom / is / popular / met ).

 4) I saw ( a / hair / whose / very long / boy / was ).

 5) The story is ( all over / about / a man / the world / who / traveled ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) ロンドンを訪れたことがある人を誰か知っていますか。

 2) 昨日私の家に来た女性は有名な歌手だった。

 3) 私には英語が好きな友達がたくさんいます。

 4) 私が待っていた生徒は、学校には来ませんでした。

 5) パーティーで会ったかわいい女の子、覚えてる ?
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• face • in contact with   • in fact
• reality • ruin

 1) We must (face) the fact that the earth is in great danger. Take some action right 
now!

 2) What you see in movies and what you get in (reality) are very different.
 3) I liked the curry rice you cooked. (In fact), it was the best I’ve ever had.
 4) Does the new building (ruin) the view?
 5) I have kept (in contact with) my host family for a long time.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I ( a friend / lives / who / Beverly Hills / in / have ).

I have a friend who lives in Beverly Hills.

 2) I know a chef ( runs / mother / restaurant / whose / a ).
I know a chef whose mother runs a restaurant.

 3) The woman ( singer / a / I / whom / is / popular / met ).
The woman whom I met is a popular singer.

 4) I saw ( a / hair / whose / very long / boy / was ).
I saw a boy whose hair was very long.

 5) The story is ( all over / about / a man / the world / who / traveled ).
The story is about a man who traveled all over the world.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) ロンドンを訪れたことがある人を誰か知っていますか。

Do you know anybody who has visited London?

 2) 昨日私の家に来た女性は有名な歌手だった。
The woman who came to my house yesterday was a famous singer.

 3) 私には英語が好きな友達がたくさんいます。
I have a lot of friends who like English.

 4) 私が待っていた生徒は、学校には来ませんでした。
The student whom I was waiting for didn’t come to school.

 5) パーティーで会ったかわいい女の子、覚えてる ?
Do you remember the cute girl whom we met at the party?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 7

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• hand it over • it feels like   • surround
• think about • thrilling

 1) I can’t (     ) your proposal right now.
 2) The suspense movie I watched yesterday was very (     ).
 3) Did the large crowd (     ) the singer when the concert ended?
 4) This is a letter to your parents. Please (     ) to your mother.
 5) The sky is very dark. (     ) rain.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) Let’s ( to / what / San Francisco / her / see in / ask ).

 2) Could you ( turn on / tell / to / the / washing machine / how / me )?

 3) Please ( go / way / show / which / to / me ).

 4) We ( to / stay / decide / where / must ).

 5) I ( to call / remember / should / my parents / when ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 何を食べたらいいのかわかりません。

 2) どちらのカギを使ったらいいか知っていますか。

 3) 駅までどうやって行ったらいいか教えてください。

 4) コンピューターの使い方を学びたいです。

 5) アメリカでどこを訪れるか決めましょう。
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REviEw QUiz Unit 7 (AnSwER KEy)

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• hand it over • it feels like   • surround
• think about • thrilling        

 1) I can’t (think about) your proposal right now.
 2) The suspense movie I watched yesterday was very (thrilling).
 3) Did the large crowd (surround) the singer when the concert ended?
 4) This is a letter to your parents. Please (hand it over) to your mother.
 5) The sky is very dark. (It feels like) rain.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) Let’s ( to / what / San Francisco / her / see in / ask ).

Let’s ask her what to see in San Francisco.

 2) Could you ( turn on / tell / to / the / washing machine / how / me )?
Could you tell me how to turn on the washing machine?

 3) Please ( go / way / show / which / to / me ).
Please show me which way to go.

 4) We ( to / stay / decide / where / must ).
We must decide where to stay.

 5) I ( to call / remember / should / my parents / when ).
I should remember when to call my parents.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 何を食べたらいいのかわかりません。

I don’t know what to eat.

 2) どちらのカギを使ったらいいか知っていますか。
Do you know which key to use?

 3) 駅までどうやって行ったらいいか教えてください。
Please tell me how to get to the station.

 4) コンピューターの使い方を学びたいです。
I’d like to learn how to use the computer.

 5) アメリカでどこを訪れるか決めましょう。
Let’s decide where to visit in the U.S.
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 8

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• get on • interfere   • split up
• take his word for • why not?   

 1) My boyfriend and I decided to (     ) because we were too different.
 2) I think he will (     ) with my sister very well.
 3) The salesman says that this is the best digital camera in the store. You can 
  (     ) it.
 4) Don’t (     ) in their argument. It’s none of your business.
 5) “Would you like to go out for a movie tonight?” “(     )”

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) The noodles ( the / expensive / are / salad / than / more ).

 2) This is the ( the dishes / all / of / spiciest ).

 3) The USA ( Japan / than / is / larger / much ).

 4) My ( my / shortest / brother / family / is / the / in ).

 5) The ( relaxing / most / library / is / place / the ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 私の母は家族の中で一番太っています。

 2) 私のボーイフレンドは私よりずいぶん年下です。

 3) サラダがメニューの中で一番おいしいです。

 4) コーヒーと紅茶とどちらが好きですか。

 5) 世界で一番長い川は何ですか。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• get on • interfere • split up
• take his word for • why not?

 1) My boyfriend and I decided to (split up) because we were too different.
 2) I think he will (get on) with my sister very well.
 3) The salesman says that this is the best digital camera in the store. You can 
  (take his word for) it.
 4) Don’t (interfere) in their argument. It’s none of your business.
 5) “Would you like to go out for a movie tonight?” “(Why not?)”

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) The noodles ( the / expensive / are / salad / than / more ).

The noodles are more expensive than the salad.

 2) This is the ( the dishes / all / of / spiciest ).
This is the spiciest of all the dishes.

 3) The USA ( Japan / than / is / larger / much ).
The USA is much larger than Japan.

 4) My ( my / shortest / brother / family / is / the / in ).
My brother is the shortest in my family.

 5) The ( relaxing / most / library / is / place / the ).
The library is the most relaxing place.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 私の母は家族の中で一番太っています。

My mother is the fattest in my family.

 2) 私のボーイフレンドは私よりずいぶん年下です。
My boyfriend is much younger than me.

 3) サラダがメニューの中で一番おいしいです。
The salad is the most delicious dish on the menu.

 4) コーヒーと紅茶とどちらが好きですか。
Which do you like better, coffee or tea?

 5) 世界で一番長い川は何ですか。
What is the longest river in the world?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 9

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• get engaged • opposite • regret
• take it personally • work out   

 1) Don’t (     ) what you have done. What is done cannot be undone.
 2)	 I	heard	you	will	(	 	 	 	 	 )	in	the	spring.	Congratulations!
 3) I disagree with you. I believe the (     ).
 4) The boss was a little too strict, but don’t (     ).
 5)	 The	problem	is	not	so	serious.	I’m	sure	everything	will	(	 	 	 	 	 )	just	fine.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I’ve ( marry / to / decided / boyfriend / my ).

 2) He ( the boring / was / movie / tired of / watching ).

 3) I’m ( in / a diet / being / interested / on ).

 4) I ( the restaurant / him / to / surprised / in / was / see ).

 5) Are ( excited / you / Canada / about / to / traveling )?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたのお母さんはどこで生まれましたか。

 2) 彼らは先週婚約しました。

 3) 私たちは昨日すごく酔っ払いました。

 4) 私のカメラは昨日壊れてしまいました。

 5) 外国で迷ったら、どうしますか。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• get engaged • opposite • regret
• take it personally • work out

 1) Don’t (regret) what you have done. What is done cannot be undone.
 2) I heard you will (get engaged)	in	the	spring.	Congratulations!
 3) I disagree with you. I believe the (opposite).
 4) The boss was a little too strict, but don’t (take it personally).
 5) The problem is not so serious. I’m sure everything will (work out)	just	fine.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) I’ve ( marry / to / decided / boyfriend / my ).

I’ve decided to marry my boyfriend.

 2) He ( the boring / was / movie / tired of / watching ).
He was tired of watching the boring movie.

 3) I’m ( in / a diet / being / interested / on ).
I’m interested in being on a diet.

 4) I ( the restaurant / him / to / surprised / in / was / see ).
I was surprised to see him in the restaurant.

 5) Are ( excited / you / Canada / about / to / traveling )?
Are you excited about traveling to Canada?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたのお母さんはどこで生まれましたか。

Where was your mother born?

 2) 彼らは先週婚約しました。
They got engaged last week.

 3) 私たちは昨日すごく酔っ払いました。
We got very drunk last night.

 4) 私のカメラは昨日壊れてしまいました。
My camera got broken yesterday.

 5) 外国で迷ったら、どうしますか。
What would you do if you got lost in a foreign country?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 10

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• hate • here we go   • on the phone
• ring her back • show off

 1) My boss cannot talk right now because she is (     ).
 2) In this culture, it’s not appropriate to (     ) expensive items.
 3) Your daughter just called you. You’d better (     ).
 4) I (     ) wars. I really hope they will disappear from our planet.
 5)	 I’m	going	to	film	you	guys	jumping	into	the	water.	OK,	(	 	 	 	 	 )—jump!

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) There ( on / wall / is / picture / a beautiful / the ).

 2) My ( talk / he’s / boss / on / another line / cannot / because ).

 3) We ( project / a / on / working / new / are ).

 4) Did ( your / on / you / credit card / the desk / put )?

 5) William is ( has / who / on / the one / a pink shirt ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 私は新しい帽子に 1万円使いました。

 2) 銀行はあの角にあります。

 3) ラジオで音楽を聞きましょう。

 4) 来週月曜日に電話で話しませんか。

 5) お皿とカップはテーブルの上にあります。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• hate • here we go   • on the phone
• ring her back • show off

 1) My boss cannot talk right now because she is (on the phone).
 2) In this culture, it’s not appropriate to (show off) expensive items.
 3) Your daughter just called you. You’d better (ring her back).
 4) I (hate) wars. I really hope they will disappear from our planet.
 5)	 I’m	going	to	film	you	guys	jumping	into	the	water.	OK,	(here we go)—jump!

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) There ( on / wall / is / picture / a beautiful / the ).

There is a beautiful picture on the wall.

 2) My ( talk / he’s / boss / on / another line / cannot / because ).
My boss cannot talk because he’s on another line.

 3) We ( project / a / on / working / new / are ).
We are working on a new project.

 4) Did ( your / on / you / credit card / the desk / put )?
Did you put your credit card on the desk?

 5) William is ( has / who / on / the one / a pink shirt ).
William is the one who has a pink shirt on.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) 私は新しい帽子に 1万円使いました。

I spent 10,000 yen on a new hat.

 2) 銀行はあの角にあります。
The bank is on that corner.

 3) ラジオで音楽を聞きましょう。
Let’s listen to music on the radio.

 4) 来週月曜日に電話で話しませんか。
Why don’t we talk on the phone next Monday?

 5) お皿とカップはテーブルの上にあります。
The plate and the cup are on the table.
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 11

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• go out with • in danger   • make a decision
• turn down • what’s up

 1) William and I started to (     ) each other a month ago.　
 2)  “(     )? ” and “What’s new?” are similar expressions.
 3) You have to (     ) on which university you’ll study at.
 4) I decided to (     ) my ex-boyfriend’s proposal because he was too 

young.
 5) The little boy is (     ). He is climbing up a high tree.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) You weren’t ( in / were / interested / you / me, )?

 2) Let’s ( shall / together, / dancing / we / go )?

 3) They will ( won’t / they / married, / get )?

 4) You ( you / Kyoto, / and / went / your husband / didn’t / to )?

 5) You can ( the / piano, / can’t / you / play )?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたは料理するのが好きですよね ?　

 2) あなたは外国に行ったことがありますよね ?

 3) あの男性があなたのボーイフレンドですよね ?

 4) あなたは私に電話をかけなかったよね ?

 5) 彼は走ることができないんだよね ?
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• go out with • in danger   • make a decision
• turn down • what’s up

 1) William and I started to (go out with) each other a month ago.
 2) “(What’s up)? ” and “What’s new?” are similar expressions.
 3) You have to (make a decision) on which university you’ll study at.
 4) I decided to (turn down) my ex-boyfriend’s proposal because he was too 

young.
 5) The little boy is (in danger). He is climbing up a high tree.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) You weren’t ( in / were / interested / you / me, )?

You weren’t interested in me, were you?

 2) Let’s ( shall / together, / dancing / we / go )?
Let’s go dancing together, shall we?

 3) They will ( won’t / they / married, / get )?
They will get married, won’t they?

 4) You ( you / Kyoto, / and / went / your husband / didn’t / to )?
You and your husband went to Kyoto, didn’t you?

 5) You can ( the / piano, / can’t / you / play )?
You can play the piano, can’t you?

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたは料理するのが好きですよね ?

You like cooking, don’t you?

 2) あなたは外国に行ったことがありますよね ?
You’ve been abroad, haven’t you?

 3) あの男性があなたのボーイフレンドですよね ?
That man is your boyfriend, isn’t he?

 4) あなたは私に電話をかけなかったよね ?
You didn’t call me, did you?

 5) 彼は走ることができないんだよね ?
He can’t run, can he?
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PHOTOCOPIABLE

REviEw QUiz Unit 12

eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• business • circumstances   • intend to
• take a year off • to do with

 1) If he asks you what you are doing, tell him to mind his own (     ).
 2) I (     ) save enough money to travel all over the world.
 3) I am not returning to Japan under any (     ). I’m determined to stay in 

this country.
 4) She’s going to (     ) because she is going to have a baby soon.
 5) His recent illness must have something (     ) his stress at work.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) There ( in / basket / are / three apples / the ).

 2) Do you know who ( in / woman / the / is / the red dress )?

 3) His ( was / 2009 / movie / latest / released in ).

 4) The ( Tokyo Dome / held / concert / in / the / was ).

 5) It’s midnight. You ( loud / in / shouldn’t / a / voice / talk ).

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたのペンはこのカバンの中にあります。　

 2) 私の母は大阪で生まれました。

 3) 私たちは昨日レストランで夕食を食べました。

 4) 彼は 9月に日本にやってきました。

 5) 私の妹は映画スターと恋におちています。
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eXerCIse A: Fill in the blanks using the words below.

• business • circumstances   • intend to
• take a year off • to do with

 1) If he asks you what you are doing, tell him to mind his own (business).
 2) I (intend to) save enough money to travel all over the world.
 3) I am not returning to Japan under any (circumstances). I’m determined to stay 

in this country.
 4) She’s going to (take a year off) because she is going to have a baby soon.
 5) His recent illness must have something (to do with) his stress at work.

eXerCIse B: Rearrange the words in the right order.
 1) There ( in / basket / are / three apples / the ).

There are three apples in the basket.

 2) Do you know who ( in / woman / the / is / the red dress )?
Do you know who the woman in the red dress is?

 3) His ( was / 2009 / movie / latest / released in ).
His latest movie was released in 2009.

 4) The ( Tokyo Dome / held / concert / in / the / was ).
The concert was held in the Tokyo Dome.

 5) It’s midnight. You ( loud / in / shouldn’t / a / voice / talk ).
It’s midnight. You shouldn’t talk in a loud voice.

eXerCIse C: Put the Japanese sentences into English.
 1) あなたのペンはこのカバンの中にあります。

Your pen is in this bag.

 2) 私の母は大阪で生まれました。
My mother was born in Osaka.

 3) 私たちは昨日レストランで夕食を食べました。
We ate dinner in a restaurant yesterday.

 4) 彼は 9月に日本にやってきました。
He came to Japan in September.

 5) 私の妹は映画スターと恋におちています。
My sister is in love with a movie star. 



58 Teacher’s Manual



59Answer Key



60 Teacher’s Manual

Macmillan Cinema English シリーズ　好評既刊のご案内

Macmillan Cinema English 1

American Society in Focus
映画で学ぶアメリカ社会

アメリカ社会の実像を浮き彫りにした映画12本を使い、アメリカ文化や社会事情の理解と
実用的な英語表現の習得を図る画期的教材。
定価：￥1,890（税込）

Macmillan Cinema English 2

American History in Focus
映画『フォレスト・ガンプ　一期一会』で学ぶアメリカ現代史

名作『フォレスト・ガンプ　一期一会』を題材に、第2次世界大戦後のアメリカ現代史と実用
的な英語表現の習得を図る。

定価：￥2,100（税込）

定価：￥2,100（税込）

Macmillan Cinema English 4

American Justice in Focus
映画『レインメーカー』で学ぶアメリカの法と社会
映画『レインメーカー』を素材にして、感動的な法廷ドラマからアメリカ法社会の諸相、英会
話の生きた有用表現を学ぶ。

Macmillan Cinema English Classic 

Macmillan Cinema English Classic 

Roman Holiday  Shining and Natural English 
映画『ローマの休日』で学ぶ日常で使える英語表現

学生にも大人気の映画教材で、教室でも自宅でも楽しく学習。多様なエクササイズで、リス
ニング、スピーキング、リーディング力を強化、日常で使える自然な英語表現が身に付く。実
際の映画を収録したDVD付属（英語・日本語字幕付き）。
定価：￥2,625（税込）

定価：￥2,625（税込）

Casablanca  Cool and Unforgettable English 
映画『カサブランカ』で学ぶ粋な英語表現

古典的名作『カサブランカ』を題材に、総合的な英語力を養成。飽きの来ない多様なエクサ
サイズで、日常英会話に使える表現を重点的に学習できる。実際の映画を収録したDVD付
属（英語・日本語字幕付き）。


