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＜英語本文＞
Woman: Those trees look just like Japanese cherry trees.  
Man: They are Japanese cherry trees.  
Woman: How did they get here?  
Man: In 1912, Tokyo's top official, Yukio Ozaki, gave Washington D.C. 3,000 cherry trees as a friendship 
gift.  
Woman: I didn't know that. Do people like the flowers?  
Man: Oh, yes. They're very popular. Every year, thousands of people come to Washington to see them.  
Woman: In Japan, we have cherry flower festivals.  
Man: What do you do?  
Woman: We sit under the cherry trees and eat and drink. Some people sing.  
Man: We have a festival, too. It's called the National Cherry Blossom Festival. There's a big parade, and 
some important people give speeches.  
Woman: I'm very happy to hear that. I'm glad Americans love cherry flowers, too. 

＜日本語本文＞
女性：あちらの木は日本の桜の木と同じように見えますが。

男性：あれは日本の桜の木ですよ。

女性：どういういきさつでここにあるんですか。

男性：1912年に東京の市長、尾崎行雄氏がワシントンに 3000本の桜の木を友好の証として、寄贈したからで
す。

女性：それは知りませんでした。皆さん、この花は好きなんでしょうか。

男性：ええ、もちろんです。とても親しまれていますよ。毎年、何千もの人が桜を見にワシントンにやってき

ます。

女性：日本では、桜祭りがあるんですよ。

男性：どんなことをするんですか。

女性：桜の木の下に座って、食べたり飲んだりするんです。歌を歌う人もいますね。

男性：私たちもお祭りをしますよ。「全米桜祭り」と呼ばれています。大規模なパレードをしたり、要人がス

ピーチをしたりします。

女性：それを聞いてとてもうれしく思います。アメリカ人も桜が好きだとはうれしいですよ。

＜英語本文：スラッシュ入り＞
Woman: Those trees look / just like Japanese cherry trees. / 
Man: They are Japanese cherry trees. / 
Woman: How did they get here? / 
Man: In 1912, / Tokyo's top official, Yukio Ozaki, / gave Washington D.C. 3,000 cherry trees / as a 
friendship gift. / 
Woman: I didn't know that. / Do people like the flowers? / 
Man: Oh, yes. / They're very popular. / Every year, / thousands of people come to Washington / to see them. 
/ 
Woman: In Japan, / we have cherry flower festivals. / 
Man: What do you do? / 
Woman: We sit under the cherry trees / and eat and drink. / Some people sing. / 
Man: We have a festival, too. / It's called the National Cherry Blossom Festival. / There's a big parade, / 
and some important people give speeches. / 
Woman: I'm very happy to hear that. / I'm glad Americans love cherry flowers, too. / 



総合英語トレーニング 初級コース -リスニング＆スピーキング- UNIT001 

2 

＜日本語本文：スラッシュ入り＞
女性：あちらの木は見えます/日本の桜の木と同じように。/ 
男性：あれは日本の桜の木ですよ。/ 
女性：どういういきさつでここにあるんですか。/ 
男性：1912 年に/東京の市長、尾崎行雄氏が/ワシントンに 3000 本の桜の木を寄贈しました/友好の証として。
/ 
女性：それは知りませんでした。/皆さん、この花は好きなんでしょうか。/ 
男性：ええ、もちろんです。/とても親しまれていますよ。/毎年、/何千もの人がワシントンにやってきます/
それらを見に。/ 
女性：日本では、/桜祭りがあるんですよ。/ 
男性：どんなことをするんですか。/ 
女性：私たちは桜の木の下に座って、/食べたり飲んだりするんです。/歌を歌う人もいますね。/ 
男性：私たちもお祭りをしますよ。/「全米桜祭り」と呼ばれています。/大規模なパレードがあり、/要人がス
ピーチをします。/ 
女性：それを聞いてとてもうれしく思います。/アメリカ人も桜が好きだとはうれしいですよ。/ 

＜設問と解説＞
1. 
Where does the conversation take place? 
(A) In New York 
(B) In Tokyo 
(C) In Boston  
*(D) In Washington D.C. 

会話はどこでされましたか。

(A) ニューヨークで
(B) 東京で
(C) ボストンで
*(D) ワシントンで

 会話が行われている場所を推測するには、まず女性の 2番目の発言 How did they gets here?（どういうい
きさつでここにあるんですか）に注目します。theyは直前の Japanese cherry trees（日本の桜の木）を指し
ています。続く男性の発言 In 1912, Tokyo's top official, Yukio Ozaki, gave Washington D.C. 3,000 cherry 
trees（1912 年に東京の市長、尾崎行雄氏がワシントンに 3000 本の桜の木を寄贈した）から、桜の木がある
のはワシントン D.C.と分かるので、彼らがいる「ここ」とは(D)だと判断できます。

(A)、(C)についての言及はなく、(B)の「東京」は尾崎氏が市長を務めた場所なので、不正解です。

2. 
When did Mr. Ozaki give cherry trees to the place? 
*(A) In 1912 
(B) In 1920 
(C) Three hundred 
(D) Three thousand 

尾崎氏はいつその場所に桜の木を送りましたか。

*(A) 1912年に
(B) 1920年に
(C) 300 
(D) 3000 

 男性の 2番目の発言に In 1912, Tokyo's top official, Yukio Ozaki, gave Washington D.C. 3,000 cherry 
trees as a friendship gift.（1912年に東京の市長、尾崎行雄氏がワシントンに 3000本の桜の木を友好の証と
して、寄贈したからです）とあるので(A)が正解です。

(C)、(D)のように数字を答えるだけでは、when（いつ）と尋ねる質問の答えにはなりません。
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3. 
What does the man say about the National Cherry Blossom Festival? 
(A) People sit under the cherry trees and eat and drink. 
(B) It is called the friendship festival. 
*(C) There's a big parade. 
(D) Some people sing. 

男性は全米桜祭りについて何と言っていますか。

(A) 人々は桜の木の下に座って食べたり飲んだりする。
(B) それは友好のお祭りと呼ばれる。
*(C) 大規模なパレードをする。
(D) 歌を歌う人もいる。

 男性の 5番目の発言 It's called the National Cherry Blossom Festival. There's a big parade ...（「全米桜祭
り」と呼ばれています。大規模なパレードをしたり…）から(C)が正解と分かります。

(A)と(D)は女性の 5 番目の発言にある日本の桜祭りのことなので、不正解です。(B)と一致する発言はあり
ません。

＜語彙フラッシュカード＆語彙ドリル＞

cherry 桜

friendship 友好

gift 贈り物

popular 人気のある

thousands of ～ 何千もの～

festival 祭り

parade パレード

give a speech スピーチをする

glad うれしく思う

too ～もまた

＜ディクテーション＆リピーティング＞
1.  
Those trees look just like Japanese cherry trees.  
あちらの木は日本の桜の木と同じように見えます。

2.  
How did they get here?  
どういういきさつでここにあるんですか。

3.  
Do people like the flowers?   
皆さん、この花は好きですか。

4.  
In Japan, we have cherry flower festivals.  
日本では、桜祭りがあるんです。

5.  
I'm very happy to hear that.  
それを聞いてとてもうれしく思います。


