


Day 1エクササイズ 1：名詞ディクテーション-------------------MP3: day1exercise1.mp3 

音声のみを聞いて、括弧の中に聞こえた単語を書き込んでください。音声は 2度流れます。日本語部

分を隠して、見ないようにしましょう。ディクテーション 1回分の設問を全部終えてください。 

1. What is the (  ) of the lake here? 
この地点の湖の深さはどのくらい

ですか。 

2. 
I took a ( ) around the Greek 
islands. 

私はギリシャの島巡りの旅をした。 

3. My favorite pastime is ( ). 
私の一番の気晴らしは読書で

す。 

4. 
He won first (   ) in the speech 
contest. 

彼は弁論大会で 1 等賞を取っ

た。 

5. 
His ( ) for the sales job went 
very well. 

彼の営業職の面接はとてもうまく

いった。 

6. 
The children were pretending to be 
(          ). 

子供たちは兵隊ごっこをしていた。 

7. 
Take a look at the picture on the 
(          ). 

画面上の写真を見てください。 

8. 
I bought a plane (          ) to Salt Lake 
City. 

私はソルトレイクシティー行きの航

空券を買った。 

9. 
The last ( ) on the tree has 
turned brown. 

最後の一枚の木の葉が茶色く染

まった。 

10. My uncle is a ( ). 私のおじは政治家だ。 

11. They crossed the French ( ). 彼らはフランス国境を越えた。 

12. Go up the ( ) and take a right. 
階段を上って、右に曲がってくださ

い。 

13. 
The ( ) of the race was given a 
medal. 

そのレースの勝者にはメダルが与

えられた。 

14. Tie up the parcel firmly with ( ). 小包をひもでしっかり縛りなさい。 

15. Her ( ) is beyond description. 
彼女の美しさは言葉では表現で

きない。 
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16. 
The ( ) in our garden will soon 
bloom. 

うちの庭のバラがもうすぐ咲きま

す。 

17. 
Sometimes (  ) work extremely 
long hours. 

時に看護師は極めて長い時間

仕事をする。 

18. 
Historic spots aren't marked on the 
(          ). 

史跡は地図には記されていない。 

19. He wore a nice leather ( ). 
彼はすてきな革のベルトをしてい

た。 

20. 
We set up a white ( ) between 
the desks. 

デスクとデスクの間に白いパネル

を設置した。 

21. 
The famous kabuki (  ) was 
demolished. 

有名な歌舞伎の劇場が取り壊さ

れた。 

22. I want to be a ( ). 私はデザイナーになりたい。 

23. After the storm, I saw a ( ). 嵐の後、私は虹を見た。 

24. The ( ) won the Nobel prize. 
その科学者はノーベル賞を受賞し

た。 

25. 
I sometimes wear ( ) to work on 
Fridays. 

私は金曜日に時々ジーンズをは

いて仕事に行きます。 

Day 1エクササイズ 2：日本語チェック------------------------MP3: day1exercise2.mp3 

＊エクササイズ２の練習教材（英文）はエクササイズ１と同じです。もう一度エクササイズ１のペー

ジに戻って、日本語を見ながら音声を聞き、解答してみましょう。今回は特に聞き取りにくい語句に

意識を向けてみましょう。それでも聞き取れない箇所は、「今日の注目単語（解答欄）」でチェック

してください。この段階で、自己採点も行ってみてください。 

今日の注目単語（解答欄） 

1. depth
2. tour
3. reading
4. prize
5. interview
6. soldiers (soldier)

7. screen
8. ticket
9. leaf
10. politician
11. border
12. stairs (stair)
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13. winner
14. string
15. beauty
16. roses (rose)
17. nurses (nurse)
18. map
19. belt

20. panel
21. theater
22. designer
23. rainbow
24. scientist
25. jeans

Day 1エクササイズ 3：口慣らし------------------------------MP3: day1exercise3.mp3 

三度目の音声を聞きます。一連の文を聞きながら、自分でも真似て、口にするようにしてください。

口慣らしをすれば耳慣らしは一気に進みます。 

1. What is the depth of the lake here?

2. I took a tour around the Greek islands.

3. My favorite pastime is reading.

4. He won first prize in the speech contest.

5. His interview for the sales job went very well.

6. The children were pretending to be soldiers.

7. Take a look at the picture on the screen.

8. I bought a plane ticket to Salt Lake City.

9. The last leaf on the tree has turned brown.

10. My uncle is a politician.

11. They crossed the French border.

12. Go up the stairs and take a right.

13. The winner of the race was given a medal.

14. Tie up the parcel firmly with string.

15. Her beauty is beyond description.

16. The roses in our garden will soon bloom.

17. Sometimes nurses work extremely long hours.

18. Historic spots aren't marked on the map.
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19. He wore a nice leather belt.

20. We set up a white panel between the desks.

21. The famous kabuki theater was demolished.

22. I want to be a designer.

23. After the storm, I saw a rainbow.

24. The scientist won the Nobel prize.

25. I sometimes wear jeans to work on Fridays.

Day 1エクササイズ 4：スペル確認ボックス 

最後に、スペルのわからなかった語は、スペル確認ボックスに書き入れ、時間がある時に練習しまし

ょう。 

特に難しい 難しい 少し難しい 

何回音読できた？ 

1 回できた！ 2 回できた！ 3 回できた！ 

今、そう言おうとしてたの。

I was just about to say that.
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