
は し が き

　We Love L.A.! は映像を使って英語の学び直しができる、初級レベル向けの教科書です。夏のロ
サンゼルスを舞台に、４人の若者たちが繰り広げる楽しい日常生活を描いた様々な映像を題材に
して、４技能をバランスよく使いながら、英語だけでなくアメリカ文化についても学ぶことがで
きます。全15ユニットあり、各ユニットは６ページで構成されています。映像を活用しながら段
階的に学ぶことができるように、たくさんの活動が用意されており、各ユニットの構成は次のよ
うになっています。

Guessing the Scene !
写真の場面を想像して、選択式の質問に答えます。ここで使われる写真は後で見るダイアログの映像に関

連しているので、導入の役割も果たしています。（２～３分）

Watching Time

A   ダイアログの映像を見て、３つのＴ / Ｆ問題に答えます。映像は繰り返し見てもかまいません。字幕
は「あり」「なし」を選ぶことができます。（５分）

B   今度は音声だけを聞いて、ダイアログの空所を埋めます。（10分）

C   必要に応じてもう一度映像を見て、内容理解を深めるための３つの質問に答えます。解答は選択式です。
（10分）

Speaking Time

このセクションでは、ダイアログの映像から抜粋した短いやりとりのシーンを使って、会話などで使える

表現を練習します。２人の登場人物のどちらかひとりになりきって、その人物のセリフ（Key Sentence）

を映像に合わせて言えるようになることを目指します。次のようなステップを踏んで練習します。

A   ダイアログの映像から抜粋した短い会話シーンを字幕付きで見ます。（１分）

B  Step ❶ : Repeating
  まず、画面上の人物がKey Sentenceを２回繰り返します（字幕あり）。次に、Key Sentenceの文字

だけが画面に映し出されるので、それを見ながら音声を聞いてリピートします。表現を暗記できるく

らいまで、繰り返し練習します。（５分）

  Step ❷ : Speaking
  Step❶で練習した表現を使い、その人物になりきって画面上の相手と会話をします。相手に対して
自分が返答する場合もあれば、自分が先に発話して相手が返答する場合もあります（字幕なしで３回

繰り返されます）。映像があるので、相手と本当にやりとりをしているかのような体験をすることが

できます。（５分）



Grammar Time
ターゲットとなる文法項目が、例とともに簡潔に説明されます。その後に、選択式の練習問題が用意され

ています（８問）。（15分）

L.A. in Pictures

このセクションでは、英語のナレーションによるスライドショー形式で、ロサンゼルスやアメリカ文化に

ついて、より深く学びます。様々なトピックが取り上げられており、旅行感覚で学ぶことができます。

Before You Watch
A   ４つの英語の語句に合う日本語を選ぶ形式で、スライドショーに登場する語句を事前に学びます。
 （２～３分）

B   スライドショーに登場する３枚の写真を見て、その写真を説明している英語の語句を選びます。
 （２～３分）
Let’s Watch
C   スライドショーを見て、 B  の３枚の写真を出てきた順番に並べ替えます。（２～３分）

D   もう一度スライドショーを見た後で、100語程度のスクリプトを読み、空所に入る語句を選んで文を
完成させます。その後、もう一度スライドショーを見て答えを確認します。（10分）

Writing Time
このセクションでは、各ユニットでターゲットになっている文法項目を使ったライティング活動を行いま

す。登場人物のひとりに関する情報が与えられるので、それを英語で書く練習をします。その後、今度は

自分について英語で書く練習をします。

A   比較的簡単な活動を通して、単語や文法を復習し、英作文の練習をします。（５分）

B   A  で学んだ内容を使って、登場人物のひとりについて英語で書く練習をします。（５分）

C   A  と B  で練習した内容を使って、自分について英語で書く練習をします。（５～10分）

　本書は映像教材ということもあり、金星堂の皆様には制作過程において多くのご助言、ご支援
をいただいただけでなく、多大なご尽力を賜りました。また、映像制作にご尽力いただいたトッド・
ルシンスキー氏、４人の登場人物を演じてくださった出演者の皆様にも、この場をお借りして御
礼申し上げます。
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写真の場面を表していると思われるものをａ～ｂから選びましょう。

U n i t

1
Welcome to L.A.
be 動詞

1
 a. They are having a meeting.

 b. They are meeting outside.

2  Ken says …
 a. “Welcome to L.A.”

 b. “Your name is Yuka.”

Guessing the Scene !
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1. Ken is Linda’s brother.  T    /    F

2. Andy and Ken are best friends. T    /    F

3. Yuka’s suitcase isn’t heavy. T    /    F

A  映像を見て、正しければＴを、正しくなければＦを選びましょう。

1. Yuka says the house is really ( a. big   b. beautiful   c. nice ).

2. Yuka says that she is so ( a. excited   b. happy   c. lucky ) to be in L.A.

3. Yuka takes ( a. a few things   b. everything   c. heavy things ) when she travels.

C  もう一度映像を見て、（　　）内のａ～ｃから正しい答えを選びましょう。

 Linda: … And 1                    home.

 Yuka: 2                    this your house? 

 Linda: Yeah.

 Yuka: Wow, 3                    really nice!

 Linda: Thanks.

 Linda: This is my brother Ken.  Ken, this is Yuka.

 Ken: Hi, Yuka.  Welcome to L.A.

 Yuka: Thanks.  4                    so excited to be here!

 Linda: And this is Ken’s best friend Andy.

 Andy: Nice to meet you, Yuka.

 Yuka: Nice to meet you, too.

 Linda: Let’s get your suitcase.

 Ken: Here, let me help you.

 Yuka: 5                    you sure?  It’s very heavy.

 Ken: It’s no problem.  … Oh, it’s … really heavy!

 Yuka: Sorry.  I’m 6                    good at packing.  I always take everything.

B  音声を聞いて、空所の語句を書き取りましょう。 DL 02 CD 02

Watching Time

YukaはL.A.のLindaの家に
到着したところです。
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Unit 1 ★ Welcome to L.A.        

B  画面の指示に従って英語で言ってみましょう。 DL 04 CD 04 CD 05

DL 03 CD 03

A  次の場面をもう一度見てみましょう。

Speaking Time

Step❶ Repeating

画面の人物があなたに話しかけます。
合図の音が聞こえたら、Step❶で練習した
Key Sentenceを言ってみましょう。

Step❷ Speaking

Thanks.  I’m so excited to be here!

Hi, Yuka.  Welcome to L.A.

画面の人物がKey Sentenceを２回繰り返します。
 その後で、画面の指示に従い、音声に続いて繰
り返して言ってみましょう。
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be動詞は、主語となる「人」や「物」の状態や様子を説明するときに使います。主語や時制
によって下の表のように形を変えます。

 否定文： be動詞の後ろにnotをつけます。
 I am [I’m] not angry.　私は怒っていません。
 Jim is not [isn’t] an actor.　ジムは俳優ではありません。

 疑問文： be動詞を主語の前に置きます。
 Are you hungry?　あなたはお腹が空いていますか？
 Is Sara at home?　サラは家にいますか？

 命令文： Beから文を始めます。否定の命令文（…の状態になってはいけません）を作る
ときは、文頭のbeの前にDon’tを置きます。

 Be quiet in this room.　この部屋の中では静かにしなさい。
 Don’t be late.　遅れてはいけません。

 肯定文
主語 be動詞［過去形］ 例文

I am [was] I am from Japan. 　私は日本から来ました。

You（単数・複数） are [were] You are lucky.　あなたは幸運です。

He/She/It is [was] He is my best friend.　彼は私の親友です。

We/They are [were]
We were tired at that time.

私たちはあのとき疲れていました。

1. Yuka is in L.A.  She’s ( a. not   b. isn’t ) in New York.

2. ( a. Is   b. Are ) Ken and Andy good friends? 

3. Please ( a. quiet   b. be quiet ) in the library.

4. It’s ( a. no   b. not ) cold today.  It’s warm.

5. L.A. ( a. are   b. is ) a big city in California.

6. Yuka’s suitcase ( a. wasn’t   b. weren’t ) light.

7. ( a. Was   b. Were ) you and Mika at the game?

8. Those students ( a. aren’t   b. weren’t ) Japanese.  They’re Chinese.

（　　）内のａ～ｂから正しい答えを選び、文を完成させましょう。

Practice

Grammar Time be 動詞
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Unit 1 ★ Welcome to L.A.        

Before You Watch
A  次の１～４の意味に合う日本語をａ～ｄから選びましょう。

1. fun (             ) a. 流行の

2. beach (             ) b. 遠い

3. far (             ) c. 楽しい

4. trendy (             ) d. 海辺

Let’s Watch
C  映像を見て、上の１～３の写真を出てきた順番に並べましょう。

（　　　　） ➡  （　　　　） ➡  （　　　　）

This is Los Angeles, California.  Most days are warm and sunny, and there are many 
1( a. fun   b. funny ) things to do.  The beaches and the 2 ( a. shopping   b. swimming ) 
are great.  For students, nice restaurants and cafés aren’t far from the 3 ( a. city   
b. universities ).  Hollywood is famous for glamorous clubs, theaters and, of course, 
movie 4 ( a. stars   b. studios ).  If you like trendy cities with lots of young people, 
then Los Angeles is the place for you.

D   次の文を読み、（　　）内のａ～ｂから適当な語句を選んで文を完成させましょう。その
後でもう一度映像を見て、答えを確認しましょう。 DL 05 CD 06

L.A. in Pictures

B  次の１～３の写真に合う語句をａ～ｃから選びましょう。

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

a. warm and sunny            b. café            c. theater

1 2 3
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A  次の１～５の質問の意味に合う日本語をａ～ｅから選びましょう。

B   Aの１～５の質問の答えになるように、次の語句を並べ替えて英文を完成させましょう。

1. 私の名前はユカです。（ Yuka / name / my / is ）

                                                                                                                                   . 
2. 私は 20歳です。（ 20 / old / years / I’m ）

                                                                                                                                   . 
3. 札幌の出身です。（ Sapporo / I’m / from ）

                                                                                                                                   . 
4. L.A.サンシャイン大学の学生です。（ I’m / at / student / L.A. Sunshine University / a ）

                                                                                                                                   . 
5. ダンスとスキーが得意です。（ dancing / good / skiing / at / I’m / and ）

                                                                                                                                   . 

C   Bの１～５を参考にして、自分のことを書いてみましょう。

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

a.  出身はどこですか？ b.  名前は何ですか？

c.  何が得意ですか？ d.  学生ですか？

e.  何歳ですか？

Hi, I’m Ken! 

 1.  What’s your name? (         )
 2.  How old are you? (         )

 3.  Where are you from? (         )

 4.  Are you a student? (         )

 5.  What are you good at? (         )

Writing Time


