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 Ｇｏａｌ   電話のやり取りの要点を捉えよう  

  英語教師のりえ先生と ALT のジャスミン先生が電話でやり取りをしています。二人のやり取りを読んで，あと 

の問いに答えましょう。 

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Jasmine:  

Rie:  

Hello, Rie. This is Jasmine speaking. 

Hello, Jasmine. 

What are you doing ? Are you busy now? 

No. I’m watching TV, but I can talk.  What’ｓ up ? 

I’m reading a travel magazine. I want to go for a drive. Can you go with me? 

Sure! Where do you want to go? 

I want to go to Yakurai garden in Kami. 

Yakurai garden? What can we do there? 

We can see beautiful flowers. It’s famous for a rose garden. 

Wow! Do you like flowers? 

Yes, I do. I have many pretty flowers in my garden. 

I see. Do you know Michinoku Park in Kawasaki ? 

No, I don’t. What is it famous for? 

Ｗｅ can enjoy a different flower garden every season! 

Really? I want to go there, too. 

O.K. Let’s go together! 

※magazine 雑誌   go for a drive ドライブする  garden 庭 

rose バラ  pretty かわいい    famous for… …で有名 

⑴ 上のやり取りの内容と合っているものを次の中から一つ選びましょう。 

① Rie and Jasmine went to Yakurai garden.  

② Rie doesn’t ｌike flowers.  

③ Yakurai garden is famous for a rose garden. 

④ Jasmine wantｓ to read a travel magazine. 

 

⑵ ALT のジャスミン先生が，りえ先生に電話をしたのはなぜですか。あてはまるものを一つ選びましょう。 

  

 
 
 
 
 

  Ｌｅｔ’ｓ gｏ for a drive.【Read and think】 
★ 

(146 語) 

 

 

２問中   

① Jasmine wants to watch TV with Rie.  

② Jasmine wants to go for a drive.  

③ Jasmine wants to buy some flowers. 
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【解答例】 

 
 
 

 Ｇｏａｌ   電話のやり取りの要点を捉えよう  
  英語教師のりえ先生と ALT のジャスミン先生が電話でやり取りをしています。二人のやり取りを読んで、あと 

の問いに答えましょう。 

ジャスミン：  

りえ：   

ジャスミン：  

りえ：  

ジャスミン：  

りえ：   

ジャスミン：  

りえ：  

ジャスミン：  

りえ：   

ジャスミン：  

りえ：  

ジャスミン：  

りえ：   

ジャスミン：  

りえ：  

こんにちは，りえ。ジャスミンです。 

こんにちは, ジャスミン。 

何をしてたの？ 今，忙しいかな？ 

いいえ。テレビを見てたけど，話できるよ。 どうしたの？ 

私は観光雑誌を読んでたの。 私，ドライブに行きたいな。一緒に行きませんか。 

行けるよ。 どこに行きたいの？ 

私は加美町のやくらいガーデンに行きたいの。 

やくらいガーデン?  何ができるの？ 

きれいな花を見ることができるのよ。 バラ園が有名なの。 

花が好きなの？ 

ええ。 花が大好きなの。 私は，庭でかわいい花をたくさん育てているのよ。 

なるほど。 川崎町にあるみちのく湖畔公園は知ってる？ 

知らないわ。 そこは何が有名なの？ 

季節ごとに違った花を楽しめるのよ。 

本当？ 私，そこへも行きたいわ。 

いいわよ。 一緒に行きましょう。 

⑴ 上のやり取りの内容と合っているものを次の中から一つ選びましょう。 

① りえとジャスミンは，やくらいガーデンへ行きました。 

② りえは，花が好きではありません。 

③ やくらいガーデンは，バラ園が有名です。 

④ りえは，観光雑誌が読みたいです。 

⑵ ALT のジャスミン先生が，りえ先生に電話をしたのはなぜですか。あてはまるものを一つ選びましょう。 

    ① 一緒にテレビを見たかったから。 

② ドライブに行きたかったから。 

   ③ 花を買いたかったから。 

【チャレンジ問題】 Where do you want to go in Miyagi? （理由も含めて英文で答えましょう。） 

                                                                                     

※行きたい場所と，理由が述べられていること。  

  (例) I want to go to Sendai. I want to eat gyutan.  

   I want to go to Uminomori aquarium in Sendai.  I like dolphins. 

    Ｌｅｔ’ｓ gｏ for a drive.【Ｒｅａｄ and think】 ★ 


