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● マクミラン ランゲージハウスWeb サイト
マクミラン ランゲージハウスのWeb サイトでは，弊社のテキストをご利用の
先生方がダウンロードして授業でお使いいただけるワークシート，アイデア集，
各種資料を無料で公開しております。また，テキストや教授用書への追加情報
も，こちらで随時お知らせいたします。

Online Resources / Addenda
Please refer to the “Resources” corner on MLH’s website for free resources for 
our textbooks. You can also check any additions to particular textbooks here.

URL http://www.mlh.co.jp/

● 学習者向け専用Web サイト
本テキストを最大限にご活用いただくために，音声データを掲載した専用Web
サイトを下記のアドレスに設けています。本テキストを授業に採用されている
先生方，および本テキストを購入して学習している学生に限り，そのデータを
無料でダウンロードして利用することができます。

Special website for users of this textbook
Your students might enjoy using the free, downloadable audio clips at our 
website. Please encourage them to visit the website.

URL http://www.mlh.co.jp/textbook/romanholiday/
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本書の特徴と構成

 対象レベル 初級～中級

 対象スキル 語彙、リスニング、リーディング、スピーキングを扱うコンテントベ
ースの総合教材

 特 　 　徴 （1） 映画のシーンを実際に視聴するので動機づけに非常に優れている。
  （2） 日本語字幕を見ながらでもできる構成なので、リスニングレベル

をあまり考慮せずに使うことができる。
  （3） エクササイズごとに DVDチャプター番号が表示されているので

頭出しが簡単にできる。
  （4） イラストや写真が豊富に使われているので、エクササイズが分か

りやすい。
  （5） 学生用教科書には DVDが貼付されているので巻末の Self-Study 

を中心に自宅学習が可能となる。
  （6） TMには巻末に 2ユニットごとの復習の小テストが用意されてい

るので、コピーして利用可能。
  （7） TMには Scanningの日本語訳例が載っているので、コピーして利

用可能。

各ユニット（6 ページ）の構成

【テキスト本文】

ページ セクション 内容 目安時間
1ページ目 ◆ Words & Phrases ◆ 語彙チェック問題 10分
2ページ目 ◆ Comprehension ◆ 内容把握問題 20分
3～ 4ページ目 ◆ Listening Focus ◆ リスニング問題 20分
5ページ目 ◆ Interaction ◆ スピーキングペアプラクティス 20分
6ページ目 ◆ Scanning ◆ リーディング問題 20分
巻末 ◆ Self-Study ◆ 英作文と内容把握問題

別売 Class CD のご案内

本テキスト用の Class CDには、各ユニットの次の内容が収録されています。

（1） Listening Focusの会話（映画のオリジナル音声よりも遅いスピードで読ま
れています）

（2） InteractionのModel Conversation
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Unit 1

She Gets a Royal Welcome

 Words & Phrases  (p. 6)

 1. wholesome    2.  Put on    3.  Orphan    4.  send for    5.  in peace

 Comprehension  (p. 7)

 1 6 B    1 D    4 E    3 F    5 C    2 A

 2 1.  F    2.  F    3.  T    4.  F    5.  T

 Listening Focus  (p. 8–9)

 1 have lovely things / can’t I / in pajamas    Class CD 2 

 2 Listen / put on / come away from    Class CD 3 

 3 milk / crackers / Everything / do / wholesome / help you / sleep / tired / 
  sleep a wink    Class CD 4 

 4 orphans / other one / Precisely / back here / rest    Class CD 5 

 5 send for / die in peace    Class CD 6 

 6 not dying / Leave / Leave / nerves / Control yourself / want to / 
  get    Class CD 7 

 Interaction  (p. 10)

（省略）

 Scanning  (p. 11)

 1. She is from Santa Barbara, California, U.S.A.
 2. She speaks two languages.
 3. It is Italian.
 4. She plans to travel around Italy and spend a few weeks in Rome.
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 Scanning  (p. 11)【訳例】

旅の準備、万端
ニックネーム：インディアンサマー

性別：女性

出身地：米国カリフォルニア州サンタバーバラ

年齢：21歳

星座：山羊座

学歴：大学 4年生

言語：英語、イタリア語

興味：
旅行、キャンプ、読書、絵画、陶芸、歌、ピアノ、
ウィンドサーフィン、サイクリング、ソフトボ
ール、スカッシュ、テニス

私について：
私はカリフォルニア出身、アメリカの大学生で
す。イタリア語を専攻しています。カリフォル
ニアの生活は大好きなのですが、ヨーロッパを
訪れたいといつも思っていました。特にイタリ
ア。6月に卒業したあと（うまくことが運べば
ですが !）、イタリアを周って数週間ローマに滞

在する計画を立てています。「全ての道はロー
マに通ず」と言いますが、私も出発の準備は万
端です !　私は楽しいことが大好きでのんびり
しています。新しい人と出会って、他の文化を
学ぶことが大好きです。映画、美術館、それに
音楽なら何でも好きです。またサイクリングや
キャンプなど屋外での活動も好きです。そして
イタリア料理が大好きなのです !!　もしあなた
がイタリアを訪れたことがあって、特にローマ
市内かローマ近辺でお勧めの場所を知っていた
ら、Eメールを送って下さい。あなたからのお
便り待っています。チャオ !!!

PHOTOCOPIABLE
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Unit 2

Where Do You Live?

 Words & Phrases  (p. 12)

 1. drunk    2.  disturb    3.  ashamed    4.  drop off    5.  handle

 Comprehension  (p. 13)

 1 4 B    6 E    1 C    3 D    2 F    5 A

 2 1.  T    2.  F    3.  F    4.  F    5.  F

 Listening Focus  (p. 14–15)

 1 disturb / moment / ashamed / crying    Class CD 9 

 2 feel / different / take / little time / lie back / keep / light on    Class CD 10 

 3 back / change / handle liquor / drink    Class CD 11 

 4 Get yourself / all right / take / climb    Class CD 12 

 5 happy / Got / Never carry / bad habit / drop / off    Class CD 13 

 6 Where / live / Come on / drunk / smart / drunk    Class CD 14 

 Interaction  (p. 16)

（省略）

 Scanning  (p. 17)

 1. On the roof of the taxi.
 2. At a taxi stand.
 3. The fare meter will show the amount you should pay.
 4. When you have baggage.
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 Scanning  (p. 17)【訳例】

ローマでのタクシー利用

常に“正規の”白のタクシーを利用して下さい。これらのタクシーの上には“Taxi”
という表示があります。また車体横にローマのシンボルと番号が打ってあります。

ローマの中心地には、多くのタクシー乗り場があります。乗り場にタクシーが並
んでいたら、先頭のタクシーに乗って下さい。タクシーが停まっていない場合は、
タクシーが来るまで待ってください。（もし人が待っていたら、列に並んで下さい。）

タクシーに乗ると、基本料金がセットされメーターがスタートします。目的地に
到着したとき、支払うべき金額がメーターに表示されます。ローマの中心地では、
メーターは常に市内料金が適応されます。しかしながら、もし空港からローマの
中心地までタクシーを利用するのであれば、固定
料金が適応されますので、メーターは表示されま
せん。もしよければ運転手にチップを渡しても構
いません（通常は 5～ 10パーセント）。しかしチ
ップは必ず払わないといけないわけではありませ
ん。もし荷物があれば、追加料金があるかもしれ
ません。

PHOTOCOPIABLE
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Unit 3

Is This the Elevator?

 Words & Phrases  (p. 18)

 1. dizziness    2.  permission    3.  go out for    4.  get undressed    5.  mention

 Comprehension  (p. 19)

 1 6 B     3 C     2 A     5 D     1 E     4 F

 2 1.  T    2.  T    3.  F    4.  F    5.  F

 Listening Focus  (p. 20–21)

 1 Look / this is not my problem    Class CD 16 

 2 elevator / room / terribly / mention / dizziness / getting worse    Class CD 17 

 3 worn / years / get undressed / There you are / handle / rest    Class CD 18 

 4 unusual / alone with / dress on / dress off / unusual    Class CD 19 

 5 go out for / better get / terribly nice    Class CD 20 

 6 be back in / permission / withdraw    Class CD 21 

 Interaction  (p. 22)

 1 Can/May I ( use your phone )?

 2 Can/May I ( smoke )?

 3 Can/May I ( have wine/take some )?

 4 Can/May I (watch soccer/change the channel )?

 Scanning  (p. 23)

 1. The one in the Portuense area.
 2. The one in the St. Peter’s area.
 3. The one in the St. Peter’s area.
 4. The one in the Trevi area.
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 Scanning  (p. 23)【訳例】

ローマ―賃貸アパート情報
トレヴィ地区
初掲載日：2009年 2月14日
歴史的なビルにある魅力的で最近改装された 1ベ
ッドルームタイプ。広いテラス、大きな窓、高い
天井、最新式キッチン
とバストイレ。1人も
しくは 2人に最適。
月額 1700ユーロ
電話：06 3332XXX

コロッセオ地区
初掲載日：2009年 2月26日
バストイレ 2つ、美しいキッチン、広いリビング
ダイニング、全てフローリングの上品な 2ベッド
ルームタイプ。地下鉄
駅にも近い便利な立
地。
月額 1680ユーロ
電話：06 3295XXX

ポルトゥエンセ地区
初掲載日：2009年 3月3日
アパートの 5階部分にある日当たり良好な部屋。
広いリビング、ベッドルーム 2つ、バストイレ 1
つ、イートインキッチ
ン、大きなバルコニー。
カップル、若い家族に
最適。仲介業者なし。
月額 1650ユーロ
電話：06 2313XXX
info@romaccom.it

セント・ピーターズ地区
初掲載日：2009年 3月18日
静かな通りに面した明るい 1ベッドルームタイプ。
南向きの明るいリビング、バストイレ改装済み、
広いキッチン、エアコ
ンあり。公園と地下鉄
のすぐそば。
月額 1400ユーロ
電話：06 1256XXX

PHOTOCOPIABLE
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Unit 4

Is This the Princess?

 Words & Phrases  (p. 24)

 1. Take a look at    2.  get back    3.  fired    4.  exclusive    5.  look for

 Comprehension  (p. 25)

 1 2 D    5 C    4 A    6 B    3 F    1 E

 2 1.  T    2.  T    3.  F    4.  F    5.  T

 Listening Focus  (p. 26–27)

 1 looking for me / coming / work / Who / start our days    Class CD 23 

 2 assignment / The Princess / already / interview / got back    Class CD 24 

 3 By the way / wearing / you mean / have on / what it means    Class CD 25 

 4 Take a / look at / interviewing / Am I fired    Class CD 26 

 5 it’s / Now listen / hurry up / see if / asleep    Class CD 27 

 6 Love angle / Practically / love angle / With pictures / Could be    Class CD 28 

 Interaction  (p. 28)

 1 A: Hello. This is ( Mike ).
  B: Hi, ( Mike ). What’s up?
  A: ( Now, ) listen. I ( had a car accident ).
  B: Where are you calling from?
  A: I’m ( near the post office ).
 2 A: Hello. This is ( Miho ).
  B: Hi, ( Miho ). What’s up?
  A: ( Now, ) listen. I ( will be late for school ).
  B: Where are you calling from?
  A: I’m ( at Ueno Station ).
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 3 A: Hello. This is ( Bob ).
  B: Hi, ( Bob ). What’s up?
  A: ( Now, ) listen. I ( forgot to bring my wallet ).
  B: Where are you calling from?
  A: I’m ( at the restaurant ).
 4 A: Hello. This is ( Aya ).
  B: Hi, ( Aya ). What’s up?
  A: ( Now, ) listen. I ( lost my cell phone ).
  B: Where are you calling from?
  A: I’m ( in front of the bus stop ).

 Scanning  (p. 29)

 1. When you are in Italy for a short time.
 2. You can buy one at a tobacco store, café or newsstand.
 3. You need to break off the corner of the card where indicated.
 4. It means “Thank you.”
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 Scanning  (p. 29)【訳例】

イタリアにおける電話の使い方

携帯電話
イタリアでは、ほとんどの人が携帯電話を持っているように見受けられます。「郷に入れば郷に従え」
をお望みなら、到着後に携帯電話を借りるか購入することができます。月額プランはないので、とても
シンプルです。電話にはある一定のプリペイド時間が組み込まれています。

公衆電話
携帯電話はとても便利ですが、短期間しかイタリアに滞在しないのであれば、公衆電話を利用する方が
いいかもしれません。小銭を使える電話は多くないので、テレフォンカードが必要になります。カード
はタバコ屋、カフェ、売店で買うことができます。異なる値段のカードがあります。

テレフォンカードを使うには
まず、カードに指示されている角を折ります。次に、電話の差込口にカードを挿入して下さい。（電話
機にある画面にカードの残高が表示されます）それから市外局番から電話番号をダイアルして下さい。

電話での便利な表現

 英語   イタリア語 

もしもし Pronto?
わかりません。 Non capisco.
どうぞ per favore
ありがとう。 Grazie.
さようなら。 Arrivederla.

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 5

So I’ve Spent the Night Here with You?

 Words & Phrases  (p. 30)

 1. run a bath    2.  afraid    3.  by the name of    4.  go along with    5.  by force

 Comprehension  (p. 31)

 1 1 A    6 E    4 C    3 F    5 D    2 B

 2 1.  F    2.  T    3.  T    4.  F    5.  F

 Listening Focus  (p. 32–33)

 1 Where’s / afraid / anybody by that name / Wasn’t / just now    Class CD 30 

 2 What’s / may call me / Would you like / What time is it    Class CD 31 

 3 Trouble / what / call trouble / I’m not / run a bath    Class CD 32 

 4 There you are / out here / must be fun    Class CD 33 

 5 must go / only waited / just met / How about some / 
  haven’t time    Class CD 34 

 6 go along with / find / place    Class CD 35 

 Interaction  (p. 34)

 1 Thank you for letting me ( use the phone ).

 2 Thank you for letting me ( use your pajamas ).

 3 Thank you for letting me ( sleep on the sofa ).

 4 Thank you for letting me ( use your computer ).

 Scanning  (p. 35)

 1. It was released in 1953.
 2. Because he wants to get an exclusive story about the missing princess.
 3. It is Audrey Hepburn’s enchanting performance as Princess Ann.
 4. She received the award for Best Actress.
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 Scanning  (p. 35)【訳例】

「ローマの休日」―永遠の輝き
　「ローマの休日」はオードリー・へプバーンとグレゴリー・ペック主演の 1953年公開の
ラブコメディである。
　物語はシンプルである。若い王女のアン（ヘプバーン）はヨーロッパを歴訪中。お付役
と公務から逃れられない彼女は、好きなことが何でもできる自由を夢見ている。そこで彼
女はローマにある彼女の宿泊先をこっそりと抜け出し、一人で街中へと足を踏み入れて行
く。そこで彼女はジョー（ペック）という名前のアメリカ人新聞記者と出会う。彼は行方
不明の王女の特ダネを手に入れるため、彼女が誰か知らないふりをする。ジョーはアンに
ローマを案内し、スクーターに乗ったり、ダンスに出かけたりと二人は楽しいことをして
過ごすのである。それはアンが今までやっ
てみるチャンスがなかったものである。一
日の終わりには、二人は恋に落ちる。しか
し王女はこの先ずっと公務から逃れられる
のであろうか。
　この不朽の名作は人々を楽しませ続けて
いる。巧妙な脚本とローマの美しさがその
理由の 2つである。しかし、アン王女を演
じアカデミー主演女優賞を受賞したオード
リー・へプバーンの魅惑的な演技が、その
一番の理由である。

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 6

It’s Just What I Wanted

 Words & Phrases  (p. 36)

 1. split    2.  lend    3.  spare    4.  mind    5.  borrow

 Comprehension  (p. 37)

 1 5 B    3 D    6 C    1 E    4 A    2 F

 2 1.  F    2.  F    3.  T    4.  T    5.  F

 Listening Focus  (p. 38–39)

 1 small world / forgot / Can you lend / didn’t have any    Class CD 37 

 2 split / fifty-fifty / spare all that    Class CD 38 

 3 Just cut / Higher / Higher / Here / More    Class CD 39 

 4 There / sure / quite sure / All off / All off    Class CD 40 

 5 you have there / don’t mind if / borrow    Class CD 41 

 6 perfect / nice / cool / Cool / just what I wanted    Class CD 42 

 Interaction  (p. 40)

 1 I’d like ( highlights ), please.

 2 I’d like ( a trim ), please.

 3 I’d like ( a shampoo and set ), please.

 4 I’d light ( a tight perm ), please.

 Scanning  (p. 41)

 1. It’s open from 9:00 to 21:00.
 2. It is well known for its excellent service and cutting-edge style.
 3. A shampoo and blow dry, or a scalp massage and treatment.
 4. You should call the salon at 06 4326XXX.
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 Scanning  (p. 41)【訳例】

ローマ・ビューティ
ー

Via Mela Rossa 38 営業時間
00123 Roma 火曜日から土曜日：午前 9時から午後 9時
06 4236XXX 日曜日：午前 11時から午後 6時
 月曜日定休

ローマ・ビューティーは、最高のもてなしと最先端のスタイルで好評を得ているフルサービスの美容院
です。有能で経験豊かな美容師が貴女の特別なご要望に応え、貴女にお似合いのスタイルをご提供しま
す。貴女がお店をあとにするとき、「まさに思っていた通りだわ !」と言っていただけると確信しています。

価格リスト
● カットのみ（女性および男性） ______________ 36ユーロ
● カットおよびシャンプー、ブロードライ _____ 48ユーロ
● シャンプー、ブロードライのみ _____________ 20ユーロ
● カラーリング（基本） _______________________ 50ユーロ
● ハイライト（髪全体） _______________________ 68ユーロ
● ハイライト（部分） _________________________ 55ユーロ
● 特別スタイリング __________________________ 32ユーロ
● パーマ _____________________________________ 55ユーロから
● ストレートパーマ __________________________ 65ユーロから
● マッサージとトリートメント _______________ 21ユーロ

＊パーマとストレートパーマの料金は長さと髪質により異なります。
＊その他オプションの料金は、06 4326XXXまでお問い合わせ下さい。
＊料金は変更することがあります。ご了承下さい。

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 7

Today’s Gonna Be a Holiday

 Words & Phrases  (p. 42)

 1. matter    2.  occasion    3.  care for    4.  pick up    5.  make out

 Comprehension  (p. 43)

 1 6 F    1 B    3 E    5 D    2 C    4 A

 2 1.  F    2.  F    3.  F    4.  T    5.  F

 Listening Focus  (p. 44–45)

 1 ran away / from / what / matter / Trouble with / nothing like that    Class CD 44 

 2 Tell you what / Why don’t we / have to work / Today’s / holiday    Class CD 45 

 3 quite a life / on special occasions / instance    Class CD 46 

 4 here’s to / health / what everybody says / all right / What / work    Class CD 47 

 5 Your ear / fixed / care for / won’t believe this / very first    Class CD 48 

 6 pick this one up / can afford / what should we do / make out    Class CD 49 

 Interaction  (p. 46)

（省略）

 Scanning  (p. 47)

 1. Le Onde.
 2. La Melanzana.
 3. La Melanzana.
 4. Verona or La Melanzana.
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 Scanning  (p. 47)【訳例】

ローマの有名レストラン

ヴェローナ
123 Via Giulietta Roma 
00111
Tel. 06 3345XXX

料理：
伝統的イタリア料理

営業時間：
月曜～土曜日

11:30～ 15:30 & 
19:30～ 23:00
日曜日

12:00～ 15:00 & 
19:00～ 22:00

支払い：
全主要クレジットカー
ド利用可能

平均予算：
一人当たり 40～ 50

ユーロ

ラ・メランツァーナ
12 Via Tiziano Roma 
00211
Tel. 06 5487XXX
料理：
イタリア料理（特にロー
マピザ）

営業時間：
月曜～金曜日

12:30～ 14:30 & 
19:30～ 23:00
土曜日　7:30～ 23:30
日曜日　12:30～ 15:00
8月は休業
支払い：
ビザとアメリカンエキス
プレス利用可能

平均予算：
一人当たり 25～ 35

ユーロ

ル ･ オンデ
3 Via Atlantica Roma 
00234
Tel. 06 7943XXX

料理：
イタリア料理（特にシー
フード料理）

営業時間：
月曜～金曜日

12:00～ 15:30 & 
19:30～ 23:00
土曜日　19:30～ 23:30
日曜定休日
支払い：
全主要クレジットカード
利用可能

平均予算：
一人当たり 55～ 70

ユーロ

ラ・ラッコルタ
85 Via Autunno Roma 
00655
Tel. 06 7247XXX

料理：
伝統的イタリア料理

営業時間：
月曜～土曜日

12:30～ 15:00 & 
19:30～ 22:30
日曜定休日
支払い：
全主要クレジットカード
利用可能

平均予算：
一人当たり 45～ 60

ユーロ

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 8

“The Mouth of Truth”

 Words & Phrases  (p. 48)

 1. worried    2.  grant    3.  make a wish    4.  take care of    5.  grateful

 Comprehension  (p. 49)

 1 3 C    2 B    1A    6 D    4 F    5 E

 2 1.  F    2.  T    3.  T    4.  F    5.  T

 Listening Focus  (p. 50–51)

 1 look so worried / hold you / Thank you / too grateful / won’t    Class CD 51 

 2 good liar too / best / met / Come with me    Class CD 52 

 3 legend / lie / put your hand / bitten off / horrid idea / see / do    Class CD 53 

 4 Make a wish / chances / granted / slight / what now    Class CD 54 

 5 couldn’t we go / Why not / Anything / wish    Class CD 55 

 6 development / take care of / see you later / Good luck with    Class CD 56 

 Interaction  (p. 52)

（省略）

 Scanning  (p. 53)

 1. The Colosseum.
 2. Neptune.
 3. Spagna.
 4. The “Bocca della Verità.”
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 Scanning  (p. 53)【訳例】

ローマの最も有名な観光地
◆ コロッセオ（闘技場）
この巨大な闘技場は、西暦 1世紀に剣闘士の戦いのた
めの場所として建設されました。今日、コロッセオは
世界の最も印象的な名所旧跡の一つとなっています。
内部には特別な陳列品が見られます。

プラザ ･デル ･コロッセオ
開場：3月末 ~8月末

9:00～ 19:30
その他の時期
閉場時間早目

入場料：15.50ユーロ

◆ スペイン階段
この優雅なとても幅広い階
段は 18世紀に造られました。
中心地に位置していて、景
観も素晴らしいので、観光
客やローマの人々が好んで
集まる場所となっています。

地下鉄 A線：スパーニャ

◆ トレヴィの泉
このローマの最も有名な泉は 1762年に完成しました。
バロック建築の特徴である素晴らしい彫像が見られま
す。中央には海神ネプチューンがあります。泉にコイ
ンを投げ入れると、また必ずロ
ーマを訪れることができると言
われています。夜、泉には美し
い照明が施されます。

地下鉄 A線：スパーニャ

◆ 真実の口
「真実の口」は顔の彫刻を
持つ大きな円形大理石で
す。6世紀に創建されたサ
ンタ ･ マリア ･ イン ･ コ
スメディン教会の入り口
に位置しています。その
口は嘘つきの手に噛み付くという有名な伝説があり
ます。

ピアッツァ ･ボッカ ･デラ ･ベリタ
開館：   4月～ 9月　9:00～ 18:30
　　　10月～ 3月　9:00～ 17:00

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 9

Hit Him Again, Smitty!

 Words & Phrases  (p. 54)

 1. unselfish    2.  completely    3.  in time    4.  miss    5.  invite

 Comprehension  (p. 55)

 1 1 C    3 F    5 D    6 E    2 A    4 B

 2 1.  T    2.  T    3.  F    4.  F    5.  F

 Listening Focus  (p. 56–57)

 1 spent the whole day / things / the thing to do / never heard of    Class CD 58 

 2 any trouble / completely unselfish / drink / bar    Class CD 59 

 3 Old friends / cut my hair / invited me / what did you say    Class CD 60 

 4 miss anything / just in time / dancing with / Barber / made a date    Class CD 61 

 5 Your Highness / made a mistake / Let me go / let me go    Class CD 62 

 6 All right / How are you / fine / great back there / so bad yourself    Class CD 63 

 Interaction  (p. 58)

 1 Then why don’t we ( go to see Roman Holid�ay ) at ( Cinema Classic )?

 2 Then why don’t we ( go for a drink ) at ( Café Mario )?

 3 Then why don’t we ( go for a picnic ) at ( Square Park )?

 4 Then why don’t we ( go shopping ) at ( Smitty Shopping Mall )?

 Scanning  (p. 59)

 1. Innocent Passion and Bloody Shame.
 2. Lover’s Kiss.
 3. Princess Pousse Cafe.
 4. Bloody Shame.
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 Scanning  (p. 59)【訳例】

ロマンスの香りのカクテル
 イノセント ･ パッション 

材料：
パッションフルーツシロップ　120ミリリットル
クランベリージュース少量
レモンジュース少量
クラブソーダ（冷却）　300～ 350ミリリットル

作り方：
シロップとジュースを背の高いグラスに注ぐ。グ
ラスにクラブソーダを満たす。カクテルチェリー
と長いストローを添えて出す。

 プリンセスポセカフェ 

材料：
アプリコットブラン
デー　20ミリリット
ル
ライトクリーム　ティースプーン 1杯半

作り方：
ブランデーを細長いグラスに注ぐ。クリームをゆ
っくり注ぎ、ブランデーとクリームが二層になる
ようにする。

 ブラッディーシェイム 

材料：
トマトジュースまたは野菜ジュース　80ミリリ
ットル
タバスコソース数滴
レモンジュース少量（好みに応じて）
塩ひとつまみ
コショウひとつまみ
セロリスティック　1本

作り方：
ジュースをショートグラスに注ぐ。タバスコソー
スとレモンジュース（好みに応じて）を加える。
セロリスティックでかき混ぜる。塩コショウを上
に振りかける。

 ラバーズキス 

材料：
クリーム　30ミリリットル
アマレット　15ミリリットル
カカオのブラウンクリーム　15ミリリットル
チェリーブランデー　15ミリリットル
ホイップクリーム
削りチョコレート
カクテルチェリー

作り方：
上の最初の 4つの材料を、氷と一緒にシェーカー
で混ぜる。パフェグラスに注ぐ。ホイップクリーム
と削りチョコレート、カクテルチェリーを上に添え
る。

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 10

I Don’t Know How to Say Goodbye

 Words & Phrases  (p. 60)

 1. have a chance to    2.  eat out    3.  suit    4.  earn my living    5.  ruin

 Comprehension  (p. 61)

 1 2 C    4 E    6 A    5 D    1 F    3 B

 2 1.  F    2.  F    3.  T    4.  T    5.  F

 Listening Focus  (p. 62–63)

 1 ruined / dry in a minute / Suits you / wear my clothes / 
  Seems I do    Class CD 65 

 2 might be good / Shall I cook / Nothing to cook / eat out    Class CD 66 

 3 what one likes / it isn’t / Tired / little / quite a day    Class CD 67 

 4 good cook / earn my living / sew / clean / iron / had the chance    Class CD 68 

 5 have to go / I want to tell you / Nothing / get dressed    Class CD 69 

 6 how to say goodbye / any words / Don’t try    Class CD 70 

 Interaction  (p. 64)

 1 ( Send us some pictures ) after you get back, OK?

 2 ( Send me an e-mail ) after you get back, OK?

 3 ( Send me a letter ) after you get back, OK?

 4 ( Call us ) after you get back, OK?

 Scanning  (p. 65)

 1. Two days ago.
 2. At a beauty salon.
 3. A young backpacker from Tennessee named Greg.
 4. They went to the Mouth of Truth.



24 Roman Holidy

 Scanning  (p. 65)【訳例】

親愛なるラスティへ

　友人のリサと私はこの 2週間イタリアを旅行していて、2日前にローマに到着しま
した。
　2人とも映画「ローマの休日」が好きなので、1日「アン王女」になることにしました。
映画の中のオードリー・ヘプバーンのような服を着て、スペイン階段に向かいました。
途中、美容院の前を通りがかったので、もちろん中に入りました。（髪の毛を短くした
のではなく、揃えてもらっただけね !）スペイン広場ではジェラートスタンドを見つけ
ました。グレゴリー・ペックみたいな人が現れないかと期待しながら、アイスクリー
ムを持って階段を歩いて上がりました。そんな人は現れませんでした。でも、テネシ
ー出身のグレッグという名前（本当よ !）の若いバックパッカーに出会いました。彼は
グレゴリー・ペックの役を喜んでやってくれました。私たちは 3人でトレヴィの泉ま
で歩きました。願いをかけて、トレヴィの泉の素晴らしさを味わった後、屋外のカフ
ェでランチをしました。その後、真実の口に行って、
グレッグは「手を袖に隠す芸」を見事にやって
くれました。
　残念ながら、私のローマの休日でロマン
スは生まれなかったけれど、おそらくリサ
とグレッグにはロマンスが生まれたと思い
ます。また情報をお伝えします。

愛をこめて
さき

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 11

Is That a Shot, Joe?

 Words & Phrases  (p. 66)

 1. owe    2.  offer    3.  concerned    4.  up to    5.  in regard to

 Comprehension  (p. 67)

 1 4 E    6 F    5 D    1 A    3 B    2 C

 2 1.  T    2.  F    3.  F    4.  F    5.  T

 Listening Focus  (p. 68–69)

 1 story / exclusive / get / didn’t get it / impossible    Class CD 72 

 2 what kind of routine / up to / we met / care for    Class CD 73 

 3 holding / press interview / Same time, same place / one story / 
  owe me    Class CD 74 

 4 what gives / better offer / how to tell you / I sit down    Class CD 75 

 5 in regard to / goes with / Why not / as far as I’m concerned    Class CD 76 

 6 What a / Is that / shot / how about this    Class CD 77 

 Interaction  (p. 70)

 1 We can choose either ( Paris ) or ( Rome ).

 2 We can choose either ( Roman Holid�ay ) or ( Titanic ).

 3 We can choose either ( Italian food ) or ( Chinese food ).

 4 We can choose either ( baseball ) or ( soccer ).

 Scanning  (p. 71)

 1. In southern California.
 2. A lawyer.
 3. To Kill a Mockingbird�.
 4. Frank Sinatra and Michael Jackson.
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 Scanning  (p. 71)【訳例】

略　歴

グレゴリー・ペック
　グレゴリー・ペックは、20世紀で最も人気のあった
アメリカ人俳優の一人です。彼は 1916年、南カリフ
ォルニアで生まれました。学生だったとき、いくつか
の演劇の役を演じ、俳優への道を志しました。ニュー
ヨークへ行って演劇の経験を積み、カルフォルニアに
戻って映画に出演しました。ペックは 2本目の映画「王
国の鍵」でアカデミー賞にノミネートされました。こ
れを足がかりにして、「いい人」をいつも演じながら長い成功の道を歩みました。
　ペックの最も有名な映画には「紳士協定」「白鯨」「ローマの休日」があります。彼が
最も広く賞賛されたのは「アラバマ物語」（1962）での弁護士アティカス・フィンチの演
技です。グレゴリー・ペックは、親切で正直で信念をもったアティカス・フィンチとよ
く似ていたと言われています。グレゴリー・ペックは2003年、87歳でこの世を去りました。

アカデミー賞
● 最優秀主演男優賞 1回（アラバマ物語）、ヒューマニタリアン賞 1回、その他のノミ
ネーション 4回

知っていましたか ?
● ペックは政治活動にも積極的で、政治的メッセージの込められた数本の映画に出演
しました。

● 彼は、歌手フランク・シナトラ、マイケル・ジャクソンのファンでした。

PHOTOCOPIA
BLE
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Unit 12

By All Means, Rome

 Words & Phrases  (p. 72)

 1. by all means    2.  recovery    3.  in favor of    4.  faith    5.  cooperation

 Comprehension  (p. 73)

 1 5 B    4 F    1 C    2 E    3 A    6 D

 2 1.  F    2.  T    3.  F    4.  T    5.  T

 Listening Focus  (p. 74–75)

 1 express / pleasure / recovery from / recent illness / Thank you    Class CD 79 

 2 favor of / lead / closer cooperation    Class CD 80 

 3 speaking for / press service / faith / unjustified / glad to hear    Class CD 81 

 4 unforgettable / By all means / memory as long as    Class CD 82 

 5 meet / ladies / gentlemen / press / happy to see you    Class CD 83 

 6 How do you / present / commemorative photos / visit    Class CD 84 

 Interaction  (p. 76)

（省略）

 Scanning  (p. 77)

 1. The Netherlands.
 2. In Broadway.
 3. She was a goodwill ambassador for UNICEF.
 4. Five.
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 Scanning  (p. 77)【訳例】

略　歴

オードリー・ヘプバーン
　アメリカで最も愛された映画スターの一人であるオードリー・ヘプバーンの生い立ちに
は、とてもヨーロッパ的な背景があります。彼女は 1929年、ベルギーのブリュッセルで
生まれました。彼女の父はイギリス人、母はオランダ人でした。
　オードリーが 10歳のとき、（当時彼女が住んでいた）オランダはドイツ軍の侵攻にあい
ました。彼女は多くの子供たちと同じように、戦時中に飢えと精神的トラウマを経験しま
した。後に、オードリーはバレエを勉強し、演劇をやってみる決心をしました。ブロード
ウェイの「恋の手ほどき」という演劇の主役に選ばれ、間もなくハリウッドへの道を進み

始めました。「ローマの休日」の王女としての演技に
よって彼女はスターになったのです。その後、「麗し
のサブリナ」「パリの恋人」「ティファニーで朝食を」
「マイ・フェア・レディ」など多くのヒット作が生ま
れました。ヘプバーン独特の魅力と気品は世界中の
何百万というファンを魅了しました。
　女優を引退した後、オードリー・ヘプバーンは、
多くの国々の飢えた子供たちに手を差し伸べるユニ
セフの親善大使となりました。彼女は 1993年、63
歳でこの世を去りました。

アカデミー賞
● 最優秀主演女優賞 1回（ローマの休日）、ヒューマニタリアン賞 1回（没後）、その
他のノミネーション 4回

知っていましたか？
● ヘプバーンは 5つの言語を流暢に話すことができました。
● 彼女の犬のフェイマス君は「パリの恋人」に登場しました。

PHOTOCOPIA
BLE
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Self-StUdy  AnSwer Key

 Unit 1  (p.78)

Task 1
Ann began her goodwill tour of European countries. After she arrived in Rome, 
there was a reception. She greeted a lot of guests and danced with some of them. 
But she was actually fed up with the dull and tiring routine. After the party, the 
countess told Ann about the next day’s schedule, and Ann finally lost her temper.

Task 2
 1. Paris    2.  the countess    3.  right    4.  accept

 Unit 2  (p.78)

Task 1
Ann was in hysterics, and Doctor Bonnachoven came to see her. He gave her 
a shot to make her sleep. Before the shot took effect, she escaped from the 
embassy by getting into a delivery truck that was leaving. After getting out of 
the truck, she fell asleep on a bench on the street. Joe found her sleeping, and he 
woke her up and tried to send her home in a taxi.

Task 2
 1. left    2.  drinks    3.  a hat    4.  Ann

 Unit 3  (p.79)

Task 1
Joe took Ann to his apartment. When they arrived in the taxi, Joe gave a tip to 
the driver and asked him to take Ann wherever she wanted to go. The taxi driver 
refused to leave with her, so Joe decided to look after her. Ann was extremely 
sleepy. In his apartment, she started to take off her clothes, and asked for some 
wine. Joe told Ann to sleep on the couch. Then he went out for a cup of coffee.

Task 2
 1. 5,000    2.  knock on    3.  gloves    4.  a glass of wine
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 Unit 4  (p.79)

Task 1
Joe overslept and hurried to his office. Hennessy, Joe’s boss, was angry because 
he was late. Joe lied, saying that he was at the press conference of Princess 
Ann. When Hennessy showed Joe a newspaper, Joe was very surprised to see a 
picture of Princess Ann. She was the woman sleeping on his couch! Joe called 
his landlord, Giovanni, and asked him to guard his room. Then he told Hennessy 
he would get an exclusive story on the princess.

Task 2
 1. 12:00    2.  drink coffee    3.  necktie    4.  jacket

 Unit 5  (p.80)

Task 1
Joe went back to his apartment and found that Ann was still sleeping. He picked 
her up from the couch and moved her to the bed. Ann woke up and was very 
surprised to find herself there. She told Joe her name was Anya. Joe telephoned 
his photographer friend Irving and asked him to come over, as he needed photos 
for his story. Joe wanted Ann to stay longer, but she left.

Task 2
 1. standing    2.  T-shirt    3.  bottle    4.  in the bathroom 

 Unit 6  (p.80)

Task 1
Ann met Joe again and asked him to lend her some money. Then Joe secretly 
followed Ann as she walked around the city and enjoyed shopping at the market. 
She bought a pair of sandals and a gelato. She also had her hair cut. She asked 
the barber to cut her hair really short, and she was very happy with the results.

Task 2
 1. 1,000    2.  an eel    3.  barber shop mirror    4.  hat
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 Unit 7  (p.81)

Task 1
Joe and Ann saw each other again at the Spanish Steps. Joe persuaded Ann to 
spend the day with him, doing the things she’d always wanted to do. First, they 
went to a sidewalk café, where Irving joined them. Joe took Irving aside and 
told him that Ann was the princess. Irving agreed to take pictures for Joe’s story. 
He secretly took photos of Ann with a cigarette lighter camera.

Task 2
 1. left    2.  fortieth    3.  Ann    4.  30,000

 Unit 8  (p. 81)

Task 1
After leaving the café, Joe and Ann had a lot of fun together. First they went to 
the Colosseum. Then they rode around Rome on a scooter and were arrested by 
the police for reckless driving, but they managed to get out of the situation. Joe 
took Ann to the Mouth of Truth, where he played a joke on her. They looked at 
inscriptions on a wall on the street, and Ann was impressed when Joe explained 
how the inscriptions had started.

Task 2
 1. Service    2.  an undershirt    3.  right    4.  heart

 Unit 9  (p.82)

Task 1
Joe and Ann went to the dancing place. They danced. At the bar they saw the 
barber, who asked Ann to dance with him. Two secret service men approached 
Ann and started to take her away. When Joe came to rescue her, there was a 
lot of confusion and a fight broke out. Joe and Ann jumped into the water and 
swam away. When they found themselves out of trouble, they laughed, and Joe 
suddenly kissed Ann.

Task 2
 1. Two    2.  didn’t have    3.  bottles    4.  feet
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 Unit 10  (p. 82)

Task 1
Joe and Ann went back to Joe’s apartment. They changed out of their wet 
clothes, and Joe poured wine for Ann and for himself. They both knew that Ann 
had to leave. They hugged each other tightly. Joe drove Ann to a corner near the 
embassy, and they kissed again. Ann left the car and began to walk away. Joe 
stayed in the car and watched her leave. Then he drove away.

Task 2
 1. red    2.  didn’t have    3.  ill    4.  didn’t look back

 Unit 11  (p.83)

Task 1
Ann went back to the embassy. When the ambassador asked her why she had 
disappeared, she responded in a calm and dignified manner. Meanwhile, at 
Joe’s apartment, Hennessy asked Joe for the princess story, but Joe managed to 
convince him that he had no story. Irving showed Joe his photos of Ann. Joe told 
Irving indirectly how he felt about Ann, and Irving finally understood why he 
had decided not to write the story.

Task 2
 1. cried    2.  coffee    3.  left    4.  in

 Unit 12  (p. 83)

Task 1
The press interview began. Ann was surprised to see Joe and Irving standing 
among the journalists. When asked which of the cities on her tour she had 
enjoyed the most, Ann replied, after a brief hesitation, that it was Rome. Irving 
presented Ann with “commemorative pictures”—the photos from the day before. 
Joe and Ann looked in each other’s eyes, as if to say their very last goodbye. Joe 
was the last person to leave. He took his memory of Princess Ann with him.

Task 2
 1. before    2.  fourth    3.  dark    4.  jacket
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語彙復習小テスト
（Unit 1 & 2）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. The club offers many (      ) outdoor activities, such as hiking and 
sailing.

 2. I’m sorry to (      ) you when you’re studying, but I need your help.

 3. (      ) your sweater. It’s cold outside.

 4. Andy got so (      ) that he danced on the table.

 5. You should be (      ) that you cheated on the test.

 6. She is not capable of doing this job, because she can’t (      ) tough 
problems.

 7. He isn’t breathing! (      ) a doctor!

 8. After the war, there were many (      ) in that country.

 9. Can you (      ) my friend on the way to our house?

 10. Let the poor cat sleep (      ).

《選択肢》
ashamed disturb drop off drunk handle
in peace orphans put on send for wholesome
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語彙復習小テスト
（Unit 3 & 4）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. Let’s (      ) a drink before you leave for Japan.

 2. This computer is for my father’s (      ) use.

 3. I didn’t realize you were in your room. When did you (      ) from 
work?

 4. I can’t find my cell phone. Can you help me (      ) it?

 5. My parents gave me (      ) to quit school.

 6. Thanks to the medicine, my (      ) is completely gone.

 7. I was (      ) because I lost a very important document.

 8. My clothes are really dirty. I’m going to (      ) and take a bath.

 9. Please don’t (      ) my name to the boss. He’ll get upset.

 10. I want to (      ) the earrings they’re selling at the flea market.

《選択肢》
dizziness exclusive fired get back get undressed
go out for look for mention permission take a look at
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語彙復習小テスト
（Unit 5 & 6）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. You can (      ) up to ten books at a time from this library.

 2. If you go to the party next week, I’ll (      ) you.

 3. Can you (      ) for me? I got all wet in the rainstorm.

 4. She was (      ) that her husband would get hurt playing soccer.

 5. The back door of my house was opened (      ).

 6. Can you (      ) me some money until payday?

 7. He can’t even (      ) any time for his daughter’s birthday.

 8. I don’t know anybody (      ) Anna.

 9. Do you (      ) if I sit here?

 10. He offered to (      ) the prize money evenly with me.

《選択肢》
afraid borrow by force by the name of go along with
lend mind run a bath spare split
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語彙復習小テスト
（Unit 7 & 8）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. Let’s (      ) a schedule for the camping trip.

 2. He was (      ) to his grandmother for raising him after his parents’ 
death.

 3. Would you (      ) some coffee?

 4. What’s the (      )? You don’t look well.

 5. Would you (      ) my little sister while I go shopping?

 6. Let’s celebrate this special (      ) with a really nice dinner!

 7. I’m going to (      ) and throw a coin into the fountain.

 8. Did you (      ) this wallet on the street?

 9. The organization will (      ) 100,000-dollar scholarships to 10 
students.

 10. Why didn’t you call me? I was very (      ) about you.

《選択肢》
care for grant grateful make a wish make out 
matter occasion pick up take care of worried
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語彙復習小テスト
（Unit 9 & 10）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. Don’t (      ) the 8:00 bus, or you will be late.

 2. I didn’t (      ) to say thank you to the teacher, because she left in a 
hurry.

 3. Everybody likes my father because he is (      ) and kind.

 4. The student arrived in class just (      ).

 5. This brown jacket really (      )s you. You should buy it.

 6. Why don’t we (      ) tonight? I’m too tired to cook.

 7. I (      ) forgot I was supposed to meet my friend. He must be angry.

 8. It suddenly started raining, and my new shoes were (      )ed.

 9. You can (      ) your classmates to your birthday party.

 10. I hope to (      ) as a nurse.

《選択肢》
completely earn my living eat out have a chance in time
invite miss ruin suit unselfish
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語彙復習小テスト
（Unit 11 & 12）

実施日　　　年　　月　　日

クラス 学生番号 氏名 得点

次の（　　　）に入る最も適切な語句を選択肢より選び記入しなさい。

 1. If you need to ask any questions, (      ) do so.

 2. I (      ) you 1,000 yen. I’ll pay it back to you tomorrow.

 3. My father is not (      ) my studying abroad.

 4. The child made an amazing (      ), thanks to the new medicine.

 5. I got a job (      ) from a soft drink company. It pays well, so I’m 
going to take it.

 6. As far as I’m (      ), this is the best movie of the year.

 7. We need your (      ) to make this project successful.

 8. What are you (      )? Are you planning to skip class?

 9. I respect my husband and I have (      ) in him.

 10. Do you have an opinion (      ) this subject?

《選択肢》
by all means concerned cooperation faith in favor of
in regard to offer owe recovery up to
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語彙復習小テスト　解答

Unit 1 & 2
 1. wholesome    2.  disturb    3.  Put on    4.  drunk    5.  ashamed    6.  handle  
 7. Send for    8.  orphans    9.  drop off    10.  in peace

Unit 3 & 4
 1. go out for    2.  exclusive    3.  get back    4.  look for    5.  permission  
 6. dizziness    7.  fired    8.  get undressed    9.  mention    10.  take a look at

Unit 5 & 6
 1. borrow    2.  go along with    3.  run a bath    4.  afraid    5.  by force  
 6. lend    7.  spare    8.  by the name of    9.  mind    10.  split

Unit 7 & 8
 1. make out    2.  grateful    3.  care for    4.  matter    5.  take care of  
 6. occasion    7.  make a wish    8.  pick up    9.  grant    10.  worried

Unit 9 & 10
 1. miss    2.  have a chance    3.  unselfish    4.  in time    5.  suit    6.  eat out  
 7. completely    8.  ruin    9.  invite    10.  earn my living

Unit 11 & 12
 1. by all means    2.  owe    3.  in favor of    4.  recovery    5.  offer  
 6. concerned    7.  cooperation    8.  up to    9.  faith    10.  in regard to 
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