
本書を手に取ってくださった皆さんの中には、英語が苦手と感じている人や、英語を
学習する気が起こらないという人がいるかもしれません。その一方で、いつか外国へ
旅行してみたいという気持ちはあるのではないでしょうか。本書は、そんな皆さんが
楽しく英語の学習に取り組めるよう願って作られたものです。

本書は、２人の大学生、隼人（ハヤト）とマリがそれぞれアメリカのサンフランシス
コへひとり旅をする準備から始まり、彼らが現地でさまざまな体験をして、日本に帰
国するところまでのストーリーが軸になっています。Chapter 1 ではお互いのことを
知らない２人ですが、偶然同じ時期にサンフランシスコへ旅行しているので、知らな
いうちにどこかですれ違ったりしているかもしれません。そんな２人がどこでどんな
風に出会うのかという点も楽しみに学習を進めましょう。皆さんは隼人とマリの旅先
での経験を通して、それぞれの場面で最低限必要な英単語やフレーズを学習していき
ます。

本書は、旅行英会話をテーマに書かれていますが、本書で挙げられているフレーズを
よく見てください。これらの多くは、皆さんが外国を旅行した時だけではなく、日常
の多くの場面で（日本国内にいる時でさえも！）そのまま、あるいは応用して、使え
るような基本的なフレーズになっています。

本書を学習し終えた後、少しでも多くの皆さんが、外国へ旅行してみたい気持ちになっ
たなら、本書の目的のいくらかは達成できたと言えるのではないでしょうか。もし皆
さんが実際に外国へ出かけたら、あるいは日本国内で外国人と出会う機会があったら、
本書で学習したフレーズを思い出して、隼人やマリのように、少し勇気を出して英語
で話しかけてみてください。本書が、皆さんにとって新しい英語体験の第一歩を踏み
出す助けになればと願っています。

最後になりますが、金星堂編集部の皆さんには、本書の構想段階から貴重なご助言や
ご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
 

著者一同

はしがき
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本書は、旅行の準備に始まり、旅行を終えて帰国するまでの場面別に、15 章から構成
されています。各章では、それぞれの場面で覚えておくと役に立つと思われるフレー
ズを３つずつ紹介し、それらを中心として会話の練習や単語の学習など、多様なタス
クに取り組むような構成になっています。

イラストを多く用い、また、選択式の問題を多く取り入れることで、辞書を引かなく
ても学習がしやすいように工夫してあります。

各章の構成や使い方は、以下のようになっています。

�tĂƌŵͲƵƉ
ここでは、イラストや写真を見ながら、各章で扱う内容に関連した基本的な語句を学
習します。

�WŚƌĂƐĞ�ϭ
最初のフレーズです。

ϭ^ƚĞƉ  フレーズの音声を聞き、Pronunciation Point に注意しながら真似をして発
音してみましょう。

Ϯ^ƚĞƉ  フレーズを含む短い会話の音声を聞き、発音を確認しましょう。
ϯ^ƚĞƉ  クラスメートとペアになり、会話の練習をしてみましょう。

�sŽĐĂďƵůĂƌǇ
次のReading for Information で扱う語句を主に学習します。

�ZĞĂĚŝŶŐ�ĨŽƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
旅行中に見かけるパンフレットや、記入しなければいけない書類などのさまざまな文
書から、必要な情報を読み取る練習をします。

本書の構成と使い方
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�WŚƌĂƐĞ�Ϯ
２つ目のフレーズは、（自分で話せるようになるというより）相手が言ったことを聞
き取って意味がわかるようにしておきたいフレーズになっています。まずは、英語の
フレーズを見て、日本語訳を自分で考えて書いてみましょう。

ϭ^ƚĞƉ  フレーズの音声を聞き、Pronunciation Point に注意しながら真似をして発
音してみましょう。

Ϯ^ƚĞƉ  フレーズの意味を考えながら、短い会話を聞きましょう。そのあと、会話
の内容についての質問に答えましょう。

�
ここで少し休憩です。各章のテーマに関連した、海外旅行に役立つ話題を提供してい
ます。

�WŚƌĂƐĞ�ϯ
３つ目のフレーズです。

ϭ^ƚĞƉ  フレーズの音声を聞き、Pronunciation Point に注意しながら真似をして発
音してみましょう。

Ϯ^ƚĞƉ  フレーズを含む短い会話の音声を聞いた後、クラスメートとペアになり、
会話の練習をしましょう。

ϯ^ƚĞƉ  会話の一部を他の語句に置き換えて、さらに会話の練習をしてみましょう。

��ŚĞĐŬ��ŐĂŝŶ͊�
最後のセクションです。各章で学習した３つのフレーズを、やや速めのスピードで読
まれた音声を聞きながら復習しましょう。
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�ŚĂƉƚĞƌ��ϭ  WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�dƌŝƉ� .............................................................. �
 旅の準備をしよう 

�ŚĂƉƚĞƌ��Ϯ  KŶ�ƚŚĞ��ŝƌƉůĂŶĞ� .............................................................................. �
 機内にて

�ŚĂƉƚĞƌ��ϯ  �ƌƌŝǀĂů�ĂŶĚ�WĂƐƐƉŽƌƚ��ŽŶƚƌŽů ......................................... ��
 到着と入国審査

�ŚĂƉƚĞƌ��ϰ  �ĂŶŬŝŶŐ�ĂŶĚ�>ĞĂǀŝŶŐ�ƚŚĞ��ŝƌƉŽƌƚ ............................. ��
 両替をしよう

�ŚĂƉƚĞƌ��ϱ  �ŚĞĐŬŝŶŐ�/ŶƚŽ�ƚŚĞ�,ŽƚĞů ....................................................... ��
 ホテルにチェックインしよう

�ŚĂƉƚĞƌ��ϲ  ,ŽƚĞů�&ĂĐŝůŝƟĞƐ ................................................................................. ��
 ホテル内の施設を利用しよう

�ŚĂƉƚĞƌ��ϳ  >Ğƚ͛Ɛ��Ăƚ͊ ................................................................................................. ��
 食事をしよう

�ŚĂƉƚĞƌ��ϴ  ^ŝŐŚƚƐĞĞŝŶŐ .......................................................................................... ��
 観光に行こう

Simply Traveling
Contents
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�ŚĂƉƚĞƌ��ϵ  DĂŬŝŶŐ�^ŵĂůů�dĂůŬ ....................................................................... ��
 会話を楽しもう

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϬ  ^ŚŽƉƉŝŶŐ ................................................................................................ ��
 ショッピングをしよう

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϭ  &ĞĞůŝŶŐ�^ŝĐŬ ......................................................................................... ��
 体調を崩してしまったら

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϮ  'ĞƫŶŐ��ƌŽƵŶĚ .............................................................................. ��
 街を歩いてみよう

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϯ  �ŚĞĐŬŝŶŐ�KƵƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽƚĞů ................................................ ��
 ホテルをチェックアウトしよう

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϰ  ,ĞĂĚŝŶŐ�,ŽŵĞ ................................................................................ ��
 帰途にて

�ŚĂƉƚĞƌ�ϭϱ  dĂůŬŝŶŐ��ďŽƵƚ�zŽƵƌ�dƌŝƉ ........................................................ ��
 旅について話そう

キーフレーズ・チェックリスト ................................................................................... ��
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�

tĂƌŵͲƵƉ

イラストを見て、下の質問に答えましょう。

CD1-02DL 002

□ 旅の準備をすることができる
□ 旅に必要な書類を準備することができる
□ 持ち物をチェックすることができる

�ŚĞĐŬ͊
�

ϭ WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�dƌŝƉ

この章では、マリと隼人（ハヤト）がはじめて登場します。
2人はお互いのことを知りませんが、ともに日本出身で、
偶然同じ時期にサンフランシスコへの旅を予定しています。

旅の準備をしよう

�ŚĂƉƚĞƌ

1. 次の語句のうち、イラストにあるものを５つ選びましょう。
□ passport □ airline ticket □ camera  □ sunglasses
□ purse  □ itinerary  □ swimsuit  □ phone charger

2. 上の語句の音声を聞き、真似をして発音してみましょう。
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��ŚĂƉƚĞƌ�ϭ●WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�dƌŝƉ

旅の準備をしよう！WŚƌĂƐĞ�ϭ
出発まであとわずか。マリが自宅で荷造り（packing）に追われていると、父親が様子
を見に来ました。

ϭ^ƚĞƉ  音声を聞き、真似をして発音してみましょう。 CD1-03DL 003

Ϯ^ƚĞƉ  実際の会話を聞き、発音を確認しましょう。  CD1-04DL 004

� )DWKHU� Did you finish packing?　荷造りは終わったの？
� 0DUL� Yes. But I’m looking for my sunglasses.

  うん。でもサングラスを探しているの。

� )DWKHU� They are on the table.
  テーブルの上にあるよ。

� 0DUL� Now, where’s my phone 
charger?

  さて、携帯電話の充電器はどこ？

ϯ^ƚĞƉ  クラスメートとペアを組んで、会話の練習をしてみましょう。 

lookingは「ルッキング」ではなく「ルッキン」のように発音します。
▶ WƌŽŶƵŶĐŝĂƟŽŶ�WŽŝŶƚ

I’m looking for my sunglasses.

サングラスを探しているの。
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�

ZĞĂĚŝŶŐ�ĨŽƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟ�ŽŶ CD1-06 CD1-07DL 006, 007

sŽĐĂďƵůĂƌǇ CD1-05DL 005

1. マリの誕生日はいつですか。　（ April 11th / October 11th ）
 It’s .

2. マリの生まれた都市はどこですか。　（ Tokyo / Nagoya ）
 She was born in .

申請書についての質問に正しく答えているほうの語句を（　）から選び、選んだ語句
を下線部に書き入れて文を完成させましょう。

マリは、オンラインでESTAの申請をすることにしました。

1. ESTA  （　　　） a. 姓
2. applicant （　　　） b. 出生国
3. family name （　　　） c. 申請者
4. first name （　　　） d. 性別
5. country of birth （　　　） e. 電子渡航認証システム
6. gender （　　　） f. 名

以下は旅に必要な書類に関する語句です。それぞれの意味をa～ fから選びましょう。

　

 Applicant Name   Family Name　　　　 　　First (Given) Name

  Tanaka Mari

 Are you known by any
 other names or aliases?  Yes　  No

 Birth Date Day　　     Month　　　　 Year
  11 1996April

 City of Birth Nagoya

 Country of Birth Japan(JPN)

 Gender  Male　  Female

Applicant Information
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��ŚĂƉƚĞƌ�ϭ●WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�dƌŝƉ

ϭ^ƚĞƉ  音声を聞き、真似をして発音してみましょう。 CD1-08DL 008

Ϯ^ƚĞƉ  上のフレーズの意味を考えながら会話を聞き、下の質問に答えましょう。
 CD1-09DL 009

� +D\DWR� Hello. Do I need a visa to visit the United States?
� (PEDVV\�VWDII� Japanese don’t need tourist visas. But you have to fill 

out an ESTA application. You can do that online.
� +D\DWR� Thank you for your help.

 隼人は、このあとどうしなければならないでしょうか。
a. ビザを取得する
b. ESTA の申請書に記入する
c. オンラインショッピングをする

fill outは音がつながって「フィラウト」のように聞こえます。
▶ WƌŽŶƵŶĐŝĂƟŽŶ�WŽŝŶƚ

You have to !ll out 
an ESTA application.

（訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

隼人は、アメリカに渡航するのにビザ（visa）が必要かどうか、アメリカ大使館（U.S. 
embassy）に電話をして確認することにしました。

旅に必要な書類を準備しよう！WŚƌĂƐĞ�Ϯ

日本のパスポートを所持している人であれば、90日以下の短
期の観光を目的とした渡米の際にはビザは必要ありません。そ

のかわり、ESTAの認証を受ける必要があります。アメリカ大使館のウェブサイト上で、
ESTAの申請書を記入・送信したあと、クレジットカードで14ドル支払うと、通常は即
座に審査結果が表示されます。“Authorization Approved”（渡航認証承認）と表示され
れば、申請終了です。
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�

最後に、この章で学んだ３つのフレーズをおさらいしましょう。
音声を聞いて、発音してみましょう。

�ŚĞĐŬ
�ŐĂŝŶ͊�

CD1-13DL 013

ϭ^ƚĞƉ  音声を聞き、真似をして発音してみましょう。 CD1-10DL 010

Ϯ^ƚĞƉ  実際の会話を聞き、ペアで練習してみましょう。 CD1-11DL 011

� 0RWKHU� Do you have your a. passport?　　パスポートは持った？

� +D\DWR� Yes. It’s in my bag.　うん。バッグの中に入っているよ。
� 0RWKHU� How about your b. hotel confirmation?　ホテルの予約確認書は？
� +D\DWR� Oh! I almost forgot that.　あぁ！忘れるところだった。

ϯ^ƚĞƉ  下線部 a, b に入る語句を下から自由に選び、置き換えて会話してみましょう。
 CD1-12DL 012

□ credit card □ international driver’s license
□ itinerary □ cell phone
□ camera □ charger

It’s inの部分は音をつなげて「イッツィン」のように発音します。
▶ WƌŽŶƵŶĐŝĂƟŽŶ�WŽŝŶƚ

It’s in my bag.

バッグの中に入っているよ。

出発当日、隼人が持ち物の最終チェックをしていると、母親が心配して様子を見に来
ました。2人の会話を聞いてみましょう。

持ち物をチェックしよう！WŚƌĂƐĞ�ϯ
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