ラムス予備校 音読用教材

L4 Today’s News

L4-4
＜スラッシュ英文＞
スムーズに音読しよう！（意味は理解できていなくてもＯＫ）

Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

②Tet Trung Thu is really different ／from our

Halloween, ／but sounds like fun.

Jin (Korea)
③ In Korea, ／Chuseok, ／the Harvest Moon Festival, ／is one of the most
important holidays ／to spend with family. ④ We visit our ancestral
hometowns ／and eat traditional Korean foods.

Aya (Japan)
⑤ We have ／a moon festival, too, ／but it's not especially for children. ⑥
We enjoy ／looking at the moon ／and eating rice dumplings.

Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, ／children go ／from house to house ／and do a lion dance.
⑧ At each house, ／they get lucky money.

Kenta (Japan)
⑨ We have something ／like a Vietnamese lion dance, ／too. ⑩ I see lion
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dances ／on Japanese TV ／at the start ／of every new year.

Jenny (Australia)
⑪ Kenta, ／that’s something interesting ／to know!
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＜スラッシュ英文＞
スラッシュまでで、英語→日本語

で音読！（意味や内容を理解しながら！）

Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

月餅！

②Tet Trung Thu is really different ／

おいしい！

テット・トゥン・トゥはとても異なる

from our Halloween, ／but sounds like fun.
私たちのハロウィンから

しかし

楽しそうだ

ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽しそうですね。

Jin (Korea)
③ In Korea, ／Chuseok, ／the Harvest Moon Festival, ／
韓国では、

秋夕祭は、

収穫の月祭りで、

is one of the most important holidays ／to spend with family.
一つだ

最も重要な休日たちのうちの

過ごす

家族と

④ We visit our ancestral hometowns ／and eat traditional Korean foods.
私たちは訪ねる

祖先の故郷たちを

そして食べる

伝統的な韓国料理たちを

ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④私たちは祖先の
故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。
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Aya (Japan)
⑤ We have ／a moon festival, too, ／but it's not especially for children.
私達も持つ

ムーンフェスティバルを(も)

しかし

それは特には

子供達のためではない

⑥ We enjoy ／looking at the moon ／and eating rice dumplings.
私たちは楽しむ

見ることを

月を

そして

食べることを

餃子たちを

あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありません。 ⑥私たちは
月見や餃子を食べることを楽しみます。

Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, ／children go ／from house to house ／and do a lion dance.
ベトナムでは

子供たちは行く

家から家に

そしてする

獅子舞を

⑧ At each house, ／they get lucky money.
それぞれの家ごとで

彼らはもらう

お年玉（幸運なお金）を

ミン（ベトナム）
⑦ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。 ⑧ それぞれの家ごと
にお年玉（幸運なお金）をもらいます。
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Kenta (Japan)
⑨ We have something ／like a Vietnamese lion dance, ／too.
私達も持つ

何か

ベトナムの獅子舞みたいなものが

また

⑩ I see lion dances ／on Japanese TV ／at the start ／of every new year.
私は見る 獅子舞たちを

日本のテレビで

初めに

毎年の新年の

ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテレビでは毎年新
年の初めに獅子舞が見られます。

Jenny (Australia)
⑪ Kenta, ／that’s something interesting ／to know!
ケンタ

それは何か興味深いものだ

知ってみて

ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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＜スラッシュ英文＞
「英語→×」

日本語訳なしで、スラッシュまでの内容を音読しながら理解しよう！

段落ごとに、理解できているか日本語訳で確認！！

Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

②Tet Trung Thu is really different ／from our

Halloween, ／but sounds like fun.

Jin (Korea)
③ In Korea, ／Chuseok, ／the Harvest Moon Festival, ／is one of the most
important holidays ／to spend with family. ④ We visit our ancestral
hometowns ／and eat traditional Korean foods.

Aya (Japan)
⑤ We have ／a moon festival, too, ／but it's not especially for children. ⑥
We enjoy ／looking at the moon ／and eating rice dumplings.

Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, ／children go ／from house to house ／and do a lion dance.
⑧ At each house, ／they get lucky money.

Kenta (Japan)
⑨ We have something ／like a Vietnamese lion dance, ／too. ⑩ I see lion
dances ／on Japanese TV ／at the start ／of every new year.
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Jenny (Australia)
⑪ Kenta, ／that’s something interesting ／to know!

ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽しそうですね。

ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④私たちは祖先の
故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。

あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありません。 ⑥私たちは
月見や餃子を食べることを楽しみます。

ミン（ベトナム）
Vietnam ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。 ⑧ それぞれ
の家ごとにお年玉（幸運なお金）をもらいます。

ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテレビでは毎年新
年の初めに獅子舞が見られます。
ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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＜スラッシュ英文＞
スラッシュまでで、日本語→英語

最強のスピーキングのトレーニング！

Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

月餅！

②Tet Trung Thu

おいしい！

／

テット・トゥン・トゥはとても異なる

Halloween, ／
私たちのハロウィンから

しかし

楽しそうだ

ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽しそうですね。

Jin (Korea)
Korea, ／Chuseok, ／the

③

韓国では、

, ／

秋夕祭は、

収穫の月祭りで、

／
一つだ

最も重要な休日たちのうちの

④

過ごす

Korean

／
私たちは訪ねる

祖先の故郷たちを

家族と

そして食べる

.

伝統的な韓国料理たちを

ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④私たちは祖先の
故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。
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Aya (Japan)
／a moon festival,

⑤
私達も持つ

⑥

, ／

ムーンフェスティバルを(も)

／

しかし それは特には

子供達のためではない

dumplings.

／

私たちは楽しむ

見ることを 月を

そして

食べることを

餃子たちを

あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありません。 ⑥私たちは
月見や餃子を食べることを楽しみます。

Minh (Vietnam)
⑦

Vietnam, ／
ベトナムでは

／

子供たちは行く

／
家から家に

そしてする

獅子舞を

, ／

⑧
それぞれの家ごとで

彼らはもらう

お年玉（幸運なお金）を

ミン（ベトナム）
⑦ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。 ⑧ それぞれの家ごと
にお年玉（幸運なお金）をもらいます。
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Kenta (Japan)
⑨

a Vietnamese

／
私達も持つ

何か

⑩

, ／

ベトナムの獅子舞みたいなものが

／

私は見る 獅子舞たちを

／
日本のテレビで

また

／
初めに

毎年の新年の

ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテレビでは毎年新
年の初めに獅子舞が見られます。

Jenny (Australia)
⑪ Kenta, ／
ケンタ

!

／
それは何か興味深いものだ

知ってみて

ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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＜音読用白文＞
『高速音読』

①Moon cakes!

Yum, yum!

②Tet Trung Thu is really different from our

Halloween, but sounds like fun.
Jin (Korea)
③ In Korea, Chuseok, the Harvest Moon Festival, is one of the most important
holidays to spend with family. ④ We visit our ancestral hometowns and eat
traditional Korean foods.
Aya (Japan)
⑤ We have a moon festival, too, but it's not especially for children. ⑥ We
enjoy looking at the moon and eating rice dumplings.
Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, children go from house to house and do a lion dance.

⑧ At

each house, they get lucky money.
Kenta (Japan)
⑨ We have something like a Vietnamese lion dance, too. ⑩ I see lion dances
on Japanese TV at the start of every new year.
Jenny (Australia)
⑪ Kenta, that’s something interesting to know!
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ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽し
そうですね。
ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④
私たちは祖先の故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。
あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありませ
ん。 ⑥私たちは月見や餃子を食べることを楽しみます。
ミン（ベトナム）
Vietnam ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。
⑧ それぞれの家ごとにお年玉（幸運なお金）をもらいます。
ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテ
レビでは毎年新年の初めに獅子舞が見られます。
ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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＜バックトランスレーション＞
日本語訳⇒英文の再現音読

英作文の鬼！スピーキング王者へ！

ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽し
そうですね。
ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④
私たちは祖先の故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。
あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありませ
ん。 ⑥私たちは月見や餃子を食べることを楽しみます。
ミン（ベトナム）
Vietnam ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。
⑧ それぞれの家ごとにお年玉（幸運なお金）をもらいます。
ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテ
レビでは毎年新年の初めに獅子舞が見られます。
ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

②Tet Trung Thu is really different from our

Halloween, but sounds like fun.
Jin (Korea)
③ In Korea, Chuseok, the Harvest Moon Festival, is one of the most important
holidays to spend with family. ④ We visit our ancestral hometowns and eat
traditional Korean foods.
Aya (Japan)
⑤ We have a moon festival, too, but it's not especially for children. ⑥ We
enjoy looking at the moon and eating rice dumplings.
Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, children go from house to house and do a lion dance.

⑧ At

each house, they get lucky money.
Kenta (Japan)
⑨ We have something like a Vietnamese lion dance, too. ⑩ I see lion dances
on Japanese TV at the start of every new year.
Jenny (Australia)
⑪ Kenta, that’s something interesting to know!
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＜音読用白文＞
『超高速音読』 長文速読力×リスニング、神の領域へ！！

Nikki (USA)
①Moon cakes!

Yum, yum!

②Tet Trung Thu is really different from our

Halloween, but sounds like fun.
Jin (Korea)
③ In Korea, Chuseok, the Harvest Moon Festival, is one of the most important
holidays to spend with family. ④ We visit our ancestral hometowns and eat
traditional Korean foods.
Aya (Japan)
⑤ We have a moon festival, too, but it's not especially for children. ⑥ We
enjoy looking at the moon and eating rice dumplings.
Minh (Vietnam)
⑦ In Vietnam, children go from house to house and do a lion dance.

⑧ At

each house, they get lucky money.
Kenta (Japan)
⑨ We have something like a Vietnamese lion dance, too. ⑩ I see lion dances
on Japanese TV at the start of every new year.
Jenny (Australia)
⑪ Kenta, that’s something interesting to know!
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ニッキ（アメリカ）
①月餅！ おいしい！ ②テット・トゥン・トゥは私たちのハロウィンとは違うけど、楽し
そうですね。
ジン（韓国）
③韓国では、秋夕祭は、収穫の月祭りで、家族と過ごす最も重要な休日の一つです。 ④
私たちは祖先の故郷を訪ねて、伝統的な韓国料理を食べる。
あや（日本）
⑤私達にもムーンフェスティバルはありますが、特にそれは特に子供向けではありませ
ん。 ⑥私たちは月見や餃子を食べることを楽しみます。
ミン（ベトナム）
⑦ベトナムでは、子供たちは家から家に行き、ライオンダンス(獅子舞)をします。 ⑧ そ
れぞれの家ごとにお年玉（幸運なお金）をもらいます。
ケンタ（日本）
⑨私達にもベトナムのライオンダンス（獅子舞）のようなものがあります。 ⑩日本のテ
レビでは毎年新年の初めに獅子舞が見られます。
ジェニー（オーストラリア）
⑪ケンタ、それは興味深いことです
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