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Lesson 1, Section 1  Useful Tools for Communication ① 

Class ___  Number _____  Name   Answer Key    

A Practice new words and phrases. 
  新しい単語や熟語を練習しましょう。 

English 
品

詞 
Japanese 練習① 練習② 

tool 名 道具 tool tool 

How’s it going?  調子はどう？ How’s it going? How’s it going? 

aunt 名 おば aunt aunt 

blog 名 ブログ blog blog 

get 動 ～を手に入れる，買う get get 

Fido  ファイドウ（犬の名前） Fido Fido 

get 動 ～を手に入れる get get 

naughty 形 いたずらな naughty naughty 

By the way,  ところで By the way, By the way, 

symbol 名 記号，象徴 symbol symbol 

emoticon 名 顔文字 emoticon emoticon 

mean 動 ～を意味する mean mean 

a little 副 少し a little a little 

different 形 違った，異なった different different 

different from  ～とは違っている different from different from 

tilt 動 ～を傾ける tilt tilt 

to the left 副 左へ to the left to the left 

I see.  なるほど。 I see. I see. 

text 名 （コンピュータの）文書 text text 

handy 形 便利な handy handy 

come in handy 動 便利である come in handy come in handy 
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B Fill in the blanks in Japanese.  
空欄に日本語を書き入れましょう。 

 
 Emi: How’s it going, / Mike? //  

  （    調子はどう  ）、マイク。 

  What are you doing? // 

  （  何を ）しているの？ 

 
Mike: I’m reading my aunt’s blog. //  

  （  おばのブログを読んでいるんだ ）。 

 She got a dog / last week. //  

  彼女は先週、（  犬を手に入れたんだ ）。 

 Look! // 

 （見て ）！ 

 
This is my dog, / Fido. // 

これが（  私の犬 ）、ファイドウです。 

He is naughty, / but very cute. :-) // 

彼は（ いたずらっ子 ）だけど、とてもかわいいんです。:-) 

 
 Emi: Yes, / he’s cute! //  

  そうね、かわいい！ 

  By the way, / what’s this symbol? // 

  （  ところで ）、この（ 記号 ）は何？ 

 
Mike: It’s an emoticon. //  

 （  顔文字 ）だよ。 
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 It means “smile.” // 

 「笑顔」（ を意味しているんだ ）。 

 
 Emi: Smile? //  

  笑顔？ 

  How does it mean that? // 

  どうしてそういう意味になるの？ 

 
Mike: Our emoticons are a little different from yours. //  

  （ぼくたちの顔文字）は（きみたちの）とは（少し違う）んだ。 

 Tilt your head to the left, / and look at the symbol again. //  

  （  頭を左に傾け  ）て、もう一度（ 記号 ）を見てみてよ。 

 
 Emi: Oh, / I see! //  

  ああ、（   なるほど ）！ 

  But I use emoji / in my blog and text messages. //  

  でも私は（自分のブログ）や携帯メールに「絵文字」（ を使う ）わ。 

 
Mike: We use those, / too. //  

  （  ぼくたちも使うよ ）。 

 They come in handy, / don’t they? // 

  それ、（  便利 ）だよね。 
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C Practice the English passage. 
  英語の本文を練習しましょう。 
 
恵美：調子はどう，マイク。 
  How’s it going, Mike?      

何をしているの？ 
  What are you doing?      

マイク：おばのブログを読んでいるんだ。 
  I’m reading my aunt’s blog.      

彼女は先週，犬を手に入れたんだ。   見て！ 
  She got a dog last week.           Look!  
(おば)：これが私の犬，ファイドウです。 
  This is my dog, Fido.       

  彼はいたずらっ子だけど，とてもかわいいんです。:-） 
  He is naughty, but very cute. :-)     

恵美：そうね，かわいい！ 
  Yes, he’s cute!       

ところで，この記号は何？ 
  By the way, what’s this symbol?     

マイク：顔文字だよ。 
  It’s an emoticon.       

「笑顔」を意味しているんだ。 
  It means “smile.”       

恵美：笑顔？ どうして，そういう意味になるの？ 
  Smile?  How does it mean that?     

マイク：ぼくたちの顔文字はきみたちのとは少し違うんだ。 
  Our emoticons are a little different from yours.  

頭を左に傾けて，もう一度記号を見てみてよ。 
        Tilt your head to the left, and look at the symbol again.  

恵美： ああ，なるほど！ 
   Oh, I see.        

でも私は自分のブログや携帯メールに「絵文字」を使うわ。 
   But I use emoji in my blog and text messages.   

マイク：ぼくたちも使うよ。 
   We use those, too.       

それ、便利だよね。 
   They come in handy, don’t they?     

 


