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19課 ●●● 旅行 ●●●
Travel

【APタスク：旅行】
Think about your travel experiences to a foreign country or another state.  What did you

learn?  How did the travel change your way of thinking?  What is the biggest difference between
where you traveled and where you live?  Describe your inner change.  Why is travel to another
country significant?  If you could live in Japan, what would you want to experience most? Why?

【文化】旅館：Japanese Inns
The Japanese inn, or ryokan (旅館) treats a traveler to an experience quite different from a hotel.  For the

modern Japanese, a visit to a ryokan offers a comfortable and nostalgic escape to a bit of traditional Japan.
A ryokan that is usually located in mountain or ocean resorts.  One is greeted warmly by the staff and

even possibly by the mistress of the ryokan when one arrives.  The Japanese style rooms are given names
such as "plum blossom, "pine" or "bamboo."  They are complete with a small entranceway, tatami flooring,
tokonoma, shoji and fusuma.  Rooms are furnished simply with low tables, and often offer views of the
ocean, mountains or well-manicured gardens.  There is also a toilet area, and a small bath area.  Upon
settling in, one is served tea and a sweet in one's room.

Meals may be served in a large dining area if one is visiting in a large group, such as with working
colleagues.  Traditionally, however, dinner and breakfast are served in one's own room.  The food at
ryokan is Japanese style and is elaborately presented in trays and served on low tables surrounded by
cushions or foldable legless chairs for the guests.  Sake and tea are also served.  Often the meals feature the
specialty foods of the region and of the season.

After dinner, it is customary to take a leisurely stroll in the neighborhood.  In resort areas, it is
acceptable to walk about outdoors in one's yukata, or simple kimono.  The yukata is furnished by the
ryokan, and one wears the signature ryokan's yukata with the sash tied around one's waist, and slippers on
one's feet.  During the summer, the yukata is a light cotton garment.  During the colder seasons, the yukata 
is made of thicker material, and may also come with a warm Japanese overcoat.  The yukata may also be
worn indoors to relax in the ryokan, or to bed as nightclothes.

One of the favorite activities of ryokan guests is taking a bath.  Although all rooms have their own
small bathing rooms, ryokan have at least one large communal bathing area.  The bathing areas may be
very luxurious, giving the guests a feeling of being immersed in nature.  Often, ryokan also offer outdoor
baths in secluded areas.  Ryokan are plentiful near hot spring resorts and these ryokan present many
different onsen experiences to their guests.

When one returns to one's room in the evening, it will have been transformed into a bedroom.
The meal table, chairs and cushions have been magically stored away.  The maids have carefully
laid out the futon bedding on the floors, one futon set per guest.  After a comfortable night's rest, the
maids return in the morning to put away all of the bedding in the oshiire, or closet that is designed
especially to store the futon.

The Japanese ryokan caters to its guests with excellent service.  They perform all services one would
expect from a hotel concierge, plus more.  For example, the special express delivery service known as
takkyuubin is handled here.  For all of its extra amenities and services, tips are not accepted at ryokan.

The ryokan has adapted with many modern luxuries, but it has also retained much of the traditions of
Japanese hospitality and impeccable service that Japanese enjoy.  The ryokan fosters the Japanese
preference for group travel and encourages bonding among members of the group throughout its services
and venues.  The ryokan will always remain a favorite haven for the Japanese.

Questions to ponder:  Why do Japanese crave ways to escape?  How is the ryokan an expression of
the traditional values of Japan?  How does the ryokan differ from a hotel?
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19課 ◆◆◆ 復
ふく

習単語 ◆◆◆

トピック：旅行
1. 旅行 りょこう N trip; traveling
2. 旅行 (を)する りょこう (を)する V3 (to) travel
3. 海外旅行 かいがいりょこう N overseas travel
4. 観光

かんこう

旅行 かんこうりょこう N sightseeing tour
5. 観光

かんこう

客 かんこうきゃく N tourist
6. 観光

かんこう

バス かんこうバス N tour bus
7. タクシー N taxi
8. 乗り場 のりば N place of embarkment; place one gets

on a vehicle
9. 料金 りょうきん N fare
10. 有料 ゆうりょう N a charge
11. 地図 ちず N map
12. パスポート N passport
13. トラベラーズチェック N traveler's checks
14. レールパス N JR railpass (for foreigners)
15. 旅館 りょかん N Japanese inn
16. 泊まる とまる V1 (to) stay overnight
17. 一泊二日 いっぱくふつか N one night, two days
18. 出発 (を)する しゅっぱつ (を)する V3 depart
19. 出発時間 しゅっぱつじかん N departure time
20. 到

とう

着 (を)する とうちゃく (を)する V3 (to) arrive
21. 到

とう

着時間 とうちゃくじかん N arrival time
22. 飛行機 ひこうき N airplane
23. 空港 くうこう N airport
24. 関西空港 かんさいくうこう N Kansai Airport
25. 船 ふね N boat; ship
26. 港 みなと N port; harbor
27. 駅 えき N train station
28. 駅弁

べん

えきべん N a box lunch sold at stations
29. 新幹

かん

線 しんかんせん N bullet train
30. 日程

てい

表 にっていひょう N intinerary; daily schedule
31. 時刻

こく

表 じこくひょう N time table
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32. みどりの窓
まど

口 みどりのまどぐち N JR ticket window
33. 自由席

せき

じゆうせき N non reserved seat
34. 指定席

せき

していせき N reserved seat
35. グリーン車 グリーンしゃ N green car [JR first class car]
36. 禁煙

きんえん

車 きんえんしゃ N non-smoking car
37. ホーム N platform
38. 券

けん

売機 けんばいき N ticket vending machine
39. 切符

ぷ

きっぷ N ticket
40. 改札

かいさつ

口 かいさつぐち N ticket gate
41. ～方面 ～ほうめん N ～direction
42. 北口 きたぐち N north entrance/exit
43. 南口 みなみぐち N south entrance/exit
44. 西口 にしぐち N west entrance/exit
45. 本土 ほんど N mainland
46. 東海岸

がん

ひがしかいがん N east coast
47. 西海岸

がん

にしかいがん N west coast
48. 関東 かんとう N Kanto area [region of eastern

Honshu including Tokyo]
49. 関西 かんさい N Kansai area [region of western

Honshu including Osaka and Kyoto]
50. 北海道 ほっかいどう N Hokkaido
51. 本州 ほんしゅう N Honshu
52. 四国 しこく N Shikoku
53. 九州 きゅうしゅう N Kyushu
54. 札幌

さっぽろ

さっぽろ N Sapporo
55. 仙

せん

台 せんだい N Sendai
56. 東京 とうきょう N Tokyo
57. 東京駅 とうきょうえき N Tokyo Station

58. 山手線 やまのてせん N Yamanote Line [green colored train
line in Tokyo]

59. 総
そう

武
ぶ

線 そうぶせん N Sobu Line [yellow colored train line
in Tokyo]

60. 秋葉原 あきはばら N Akihabara [a city in Tokyo]
61. 池袋

ぶくろ

いけぶくろ N Ikebukuro [a city in Tokyo]
62. 銀座 ぎんざ N Ginza [a city in Tokyo]
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63. 原宿 はらじゅく N Harajuku [a city in Tokyo]
64. 神田 かんだ N Kanda [a city in Tokyo]
65. 皇居

こうきょ

こうきょ N Imperial Palace
66. お茶の水 おちゃのみず N Ochanomizu [a city in Tokyo]
67. 渋

しぶ

谷
や

しぶや N Shibuya [a city in Tokyo]
68. 品川 しながわ N Shinagawa [a city in Tokyo]
69. 新宿 しんじゅく N Shinjuku [a city in Tokyo]
70. 上野 うえの N Ueno [city in Tokyo]
71. 名古屋 なごや N Nagoya
72. 京都 きょうと N Kyoto
73. 奈良 なら N Nara
74. 大阪 おおさか N Osaka
75. 神戸 こうべ N Kobe
76. 広島 ひろしま N Hiroshima
77. 福岡

おか

ふくおか N Fukuoka
78. 沖縄

おきなわ

おきなわ N Okinawa
79. 那覇

な は

なは N Naha [a city in Okinawa]
80. 見物 (を)する けんぶつ (を)する V3 (to) sightsee
81. 自然 しぜん N nature
82. 海 うみ N beach; ocean; sea
83. 山 やま N mountain
84. 島 しま N island
85. 景

け

色 けしき N view; scenery
86. 温泉

せん

おんせん N hot springs
87. 城

しろ

しろ N castle
88. 庭園 ていえん N garden [formal]
89. 歌舞伎

ぶ き

座 かぶきざ N kabuki theater
90. 名物 めいぶつ N well-known product (of a given area)
91. (御)土産

み や げ

(お)みやげ N souvenir gift
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19課 ★★★ 新しい単語 ★★★

1. こくないりょこう＜国内旅行＞　N　domestic travel

国内旅行より海外旅行の方がおもしろい。 Travelling abroad is more interesting than domestic
travel.

2. よていひょう＜予定表＞　N　itinerary

旅行の予定表によると、東京には三泊
ぱく

するらしい。 According to the travel itinerary, it seems
we are staying 3 nights in Tokyo.

3. みぶんしょうめいしょ＜身
み

分証
しょう

明書＞　N　identification

海外を旅行している時、パスポートは身
み

分証
しょう

明書になる。 When travelling abroad, your

passport becomes your identification document.

4. かんこうち＜観光
か んこ う

地＞　N　sightseeing spot; tourist attraction

日本の有名な観光
かんこう

地を教えて下さい。 Please tell me where the famous tourist attractions are in
Japan.

5. おおさかじょう＜大阪
さか

城
じょう

＞　N　Osaka Castle

大阪城
さかじょう

は豊臣秀吉
とよとみひでよし

によって建
た

てられたお城
しろ

だ。 Osaka Castle is the castle that was built by
Toyotomi Hideyoshi.

6. ヨーロッパ　N　Europe

ヨーロッパを旅行して、いろいろな国の人に会った。 I travelled through Europe and met
people from many different countries.

7. なかい＜仲
なか

居
い

＞さん　N　maid

旅館に泊
と

まると、仲
なか

居
い

さんがとてもよく世話してくれる。 When you stay at a Japanese inn,

the maids take very good care of you.

8. こじん＜個人＞　N　private; individual; personal

個人で旅行する人が増
ふ

えている。 The number of people who travel on their own is increasing.
9. だんたいりょこう＜団

だん

体旅行＞　N　group travel

日本人は団
だん

体旅行によく行く。 Japanese often go on group tours.
10. ちほう＜地方＞　N　district; region; countryside

この地方は冬によく雪が降る。 This region often snows in the winter.
11. とくさんひん＜特産

さん

品＞　N　specialty product

旅館ではよく地方の特産
さん

品を食べさせてくれる。 At the Japanese inn, they often let you eat
the specialty products of the region.
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12. まんかい＜満
まん

開＞　N　full bloom

京都の桜
さくら

は満
まん

開だった。 The cherry blossoms in Kyoto were in full bloom.
13. こくさいご＜国際語＞　N　international language

最近、英語が国際語になっているようだ。 Recently, it seems that English has become the
international language (of the world.)

14. しょうご＜正午＞　N　noon

ホテルのチャックインは正午だった。 The hotel check-in was at noon.
15. なんぱくなんにち＜何泊

ぱく

何日＞　N　How many days and nights?

四泊
ぱく

五日のハワイ旅行は日本人に人気があるようだ。 Four day, five night trips to Hawaii
seem to be popular among the Japanese.

16. チップ　N　tip

日本にはチップをあげる習慣
かん

がない。 There is no custom of giving tips in Japan.
17. かくやす＜格

かく

安＞　N　cheap; reasonable

シーズンオフに旅行すると、格
かく

安の飛行機のチケットが買える。 If you travel during the
off-season, you can buy reasonable airline tickets.

18. こうかんレート＜交換
かん

レート＞　N　exchange rate

今のドルと円の交換
かん

レートによると、一ドルは何円ですか。According to the dollar and

yen exchange rate, how many yen is a dollar now?

19. ドルだか＜ドル高＞　N　high dollar exchange rate

ドル高の時は、アメリカ人にとって海外旅行をしやすい。 When the value of the dollar is

high, it is easy for Americans to travel abroad.

20. ～いない＜以内＞　Nd　within ～

三か月以内の日本旅行には、ビザが要らない。 You don't need a visa for travel in Japan
within a period of three months.

21. ～つき＜～付き＞　Nd　included

日本の旅館に泊まると、朝食夕食付きだ。 When staying at a Japanese inn, breakfast and

dinner are included.

22. しゅくはく＜宿泊
はく

＞する　V3　to stay over at a lodging

しゅくはくだい＜宿泊
はく

代＞　N　hotel/lodging charge

奈良
な ら

で二日宿泊
はく

した。 We stayed at a lodging in Nara for two days.

19課 422



23. りよう＜利用＞する／します　V3　to utilize; to use

日本を旅行した時に、新幹
かん

線をよく利用した。 When we travelled in Japan, we used the

bullet train often.

24. もうしこむ＜申
もう

し込
こ

む＞／申
もう

し込
こ

みます　V1　to apply; reserve

春の桜
さくら

ツアーがおもしろそうなので、家族で申
もう

し込
こ

んだ。 The spring cherry blossom tour
seems interesting so we made reservations as a family.

25. むかう＜向かう＞／向かいます　V1　to face; to go towards

京都で桜
さくら

を見物した後、観光
かんこう

バスで奈良
な ら

に向かった。 After viewing the cherry blossoms

in Kyoto, we headed toward Nara in a tour bus.

26. わくわくどきどき (する／します)　V3　to become excited

夏休みに日本に行けると思うと、わくわくどきどきする。 When I think that I can travel to

Japan this summer, I get very excited.

27. なくす／なくします　V1　to lose

海外旅行中にパスパートをなくすと、大変なことになる。 If you lose your passport while
travelling abroad, it will be a terrible thing.

28. とく＜得
とく

＞をする／します　V3　to profit; benefit; gain

買った物がセールだったので、得
とく

をした。 Since the things I bought were on sale, I benefitted
(saved money) from it.

29. (～が)つうじる＜通じる＞／通じます　V2　to convey; to communicate

アメリカ人はどこへ行っても英語が通じると思っているようだ。 Americans seem to think
that they can communicate in English wherever they go.

30. (～に)せっする＜接する＞／接します　V2　to come in contact with

海外旅行をすると、いろいろな国の文化や人に接することが出来る。 When you travel

abroad, you can come in contact with people and cultures of many countries.

【復
ふく

習単語】
1. -はつ＜-発＞ Nd　   - departure

2. -ちゃく＜-着＞ Nd　   -arrival
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19課 ■■■ 文法復習 ■■■

＊ Previously learned.

A. どこかに行こう Let's go to somewhere. → AIJ 4 L.6 ＊
When a question word is followed by か, the question word carries a meaning of "some ～."  For
example, だれか means "someone", どこか means "somewhere," etc.

Write the correct word from the list at the right.

1. （ ）質問がありますか。 a. どちらかに
2. 将

しょう

来（ ）歌手になるのが夢
ゆめ

だ。 b. 何か
3. 彼

かの

女は突
とつ

然（ ）遠くの町に行ってしまった。 c. どこか
4. 日本か韓

かん

国か（ ）旅行しよう。 d. だれかに
5. 美術館はどこかな。（ ）聞いてみよう。 e. いつか

B.（もし）あなたが行ければ、 If you can go, → AIJ 3 L.7 ＊

（もし）切符
ぷ

が安ければ、 If the ticket is cheap,

（もし）魚が好きなら、 If you like fish,

（もし）四月なら、 If it's in April,
Verb BA form:
Group 1  買う→買えば、書く→書けば、泳ぐ→泳げば、話す→話せば、立つ→立てば、

死ぬ→死ねば、あそぶ→あそべば、飲む→飲めば、帰る→帰れば
Group 2  食べる→食べれば、いる→いれば
Group 3  する→すれば、来〔く〕る→来〔く〕れば

 The verb -ば form is the conditional form that means,"If and only if...."  It appears at the beginning ot
the sentence as a subordinate clause.

Fill in the blanks with the BA form of the word in the (    ).
1. 何かこちらから持って行ける物が 、知らせて下さい。（ある）
2. もし、 、電車で行こう。（遠い）
3. もし、この週末に桜

さくら

が 、日曜日にお花見に行こう。（満
まん

開）
4. 旅館に 、ぜったい温泉

せん

に入ってみるといい。（泊
と

まる）
5. 旅行中にパスポートを 、問題になる。（なくす）
6. 日本旅行が三か月 、ビザはいらないそうだ。（以内）
7. 日本語が 、日本の電車に乗るのは大変だ。（分からない）
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C. 日本へ行ける日 the day I can go to Japan → AIJ 2 L.10 ＊
Verb Potential form:
Group 1  買う→買える、書く→書ける、泳ぐ→泳げる、話す→話せる、立つ→立てる、

死ぬ→死ねる、あそぶ→あそべる、飲む→飲める、帰る→帰れる
Group 2  食べる→食べられる (or 食べれる)、いる→いられる (or いれる)
Group 3  する→出来る、来

く

る→来
こ

られる(or 来
こ

れる)
The potential verb form indicates that the subject of the sentence can do ～.  All verbs that are
converted to the potential form become Group 2 verbs.  The particle following the word that appears
to be the direct object may be followed by を or が.  The potential form of  the verb "can see" (visible)
is 見える, and the verb "can hear" (audible) is 聞こえる.  The word that precedes these verbs as the
object that one can see or hear is always followed by the particle が.

Fill in the blanks with the appropriate potential form of the verb in the (    ).

1. こちらから何か持って 物があれば、知らせて下さい。（行く）
2. 日本でどこか安く 所を知らない？（泊

と

まる）
3. もし 、北海道や沖縄にも行ってみたい。（する）
4. 漢字を二千ぐらい知っていれば、日本の新聞は はずだ。（読む）
5. もし、日本語が 、日本旅行はもっと楽しい。（話す）
6. そんなニュースは、 。（信じない）

D. 英語を話されますか。 Do you speak English? [honorific] → AIJ 4 L.1 ＊
The honorific and humble forms of verbs are used to show respect by raising the status of the superior
subject or lowering the status of the inferior (in most cases, oneself or someone in one's in-group)
subject.

Change the underlined word to the non-honorific (neutral) desu/masu form.
1. 教えていただけませんか。→教えて 。
2. どうぞよろしくお願いいたします。→どうぞよろしくお願い 。
3. 田中と申

もう

します。→田中と 。

425 19課



E. Review of informal speech style and formal speech style:
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Informal
male

Informal
female

Polite

1. コンテストがあっただろう？ コンテストがあったわよね。 コンテストがあったでしょう？

2. 信じられないけど、 信じられないけど、 信じられませんが、

3. ゆうしょうしたんだよ。 ゆうしょうしたのよ。 ゆうしょうしたんですよ。

4. すごいじゃないか。 すごいじゃない。 すごいじゃありませんか。

5. 一週間の旅行なんだよ。 一週間の旅行なのよ。 一週間の旅行なんですよ。

6. 一人で行かなきゃいけないのか。 一人で行かなきゃいけないの？ 一人で行かなければいけないんです
か。

7. 一人で行かなくちゃいけないん
だ。

一人で行かなくちゃいけない
の。

一人で行かなければいけないんです。

8. どうしよう？ どうしよう？ どうしましょうか。

9. 大変だね。 大変ね。 大変ですね。

10. いいんじゃないかなあ。 いいんじゃないかなあ。 いいんじゃないですか。

11. そうだね。 そうよね。 そうですよね。

12. だいじょうぶだよね。 だいじょうぶよね。 だいじょうぶですよね。

13. だいじょうぶだよ。 だいじょうぶよ。 だいじょうぶですよ。

14. いつ日本に行くの？ いつ日本に行くの？ いつ日本に行きますか。

15. おみやげ、買って来てくれよ。 おみやげ、買って来てよ。 おみやげを買って来て下さいよ。
[Inappropriate to say this sentence.]

16. ほしい物があるんだ。 ほしい物があるの。 ほしい物があります。

17. おめでとう。 おめでとう。 おめでとうございます。



19課 アクティビティー

A. 日本文化：一人か二人ワーク→クラスワーク
Divide the topics below among your classmates and research your topic on the Internet.  Using visuals,
present your findings with your classmates.

1. 豊臣秀吉
とよとみひでよし

、大坂城
おおさかじょう

2. お花見、吉
よし

野
の

山
やま

3. 旅館、温泉
せん

、浴衣
ゆ か た

4. 日本間
ま

、畳
たたみ

、障
しょう

子
じ

、襖
ふすま

、玄関
げんかん

、床
とこ

の間
ま

、お風呂
ふ ろ

、座布
ざ ぶ

団
とん

、布
ふ

団
とん

、押
おし

入
い

れ
5. 新幹

かん

線、のぞみ
6. 成

なり

田
た

空港
くうこう

、関西
かんさい

空港
くうこう

7. 宮島
みやじま

、お好
この

み焼
や

き、広島平和公園
8. 平安神宮

へいあんじんぐう

、三十三間堂
げんどう

、清水寺
きよみずでら

、二
に

条城
じょうじょう

、金閣
きんかく

寺
じ

、竜安
りょうあん

寺
じ

9. 東大
とうだい

寺
じ

、奈良
な ら

公園

B. ホテル：ペアワーク→クラスワーク
Answer the following questions in English about this hotel.

ホテルセンチュリー21名古屋
名古屋駅南口より徒歩３分。ビジネスに観光に
幅広く御利用いただける本格的なホテルです。
便利で優れた２１世紀という名のホテルです。
シングル ¥9,240～
ツイン ¥16,170～
ダブル ¥15,015
和室 ¥16,170～
和洋室 ¥20,790～
ロイヤルスイート ¥34,650～
インペリアルスイート ¥57,750～  （税*・サービス料込み*）

チェックイン 正午
チェックアウト 午前 11:00
●駐車場　３４台（有料）
●名古屋駅南口より徒歩３分
宿泊予約・婚礼・レストラン各種のご案内
ご予約・お問い合わせは (0568)263-3111
http://www.hotelcentury21nagoya.com 税

ぜい

* tax、込
こ

み* included
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1. Where is this hotel?

2. Why is this hotel convenient?

3. When traveling alone, which room should you choose?

What is the cost of this room in dollars?

4. When are the check-in and the check-out times?
5. Is parking free?

6. What other facilities does this hotel have?

C. 聞く Pre-Listening Activity「旅行レポート」：ペアワーク→クラスワーク
Have a conversation with your partner using the following questions in informal form.

1. 日本に旅行したことある？
2. 京都と奈良

な ら

と大阪
さか

の有名な観光
かんこう

地を知っている？
3. 満

まん

開の桜
さくら

を見たことがある？
4. 日本に旅行をしたら、ホテルと旅館とどっちの方に泊

と

まりたい？その理由は？
5. 東京から京都へ行く時、新幹

かん

線と飛行機でどちらの方が便利だと思う？その理由は？
6. 日本のお城

しろ

を見たことがある？
7. 日本のお城

しろ

とヨーロッパのお城
しろ

は、何が違
ちが

うと思う？

D. 聞く Post-Listening Activity「旅行レポート」：ペアワーク→クラスワーク
Compare and Contrast Article: Hotels and Japanese Inns

Compare and contrast hotels and Japanese inns.  List three difference(s)/similarity(s), your preference
and the reason.  Prepare with your partner in four minutes and present it in class for two minutes.

Introduction:

Three similarities/differences:
1.

2.

3.

Your preference and give reasons:
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E.  読む Pre-Reading Activity「日本旅行予定表」：ペアワーク→クラスワーク 
  Have a conversation with your partner using the following questions in informal form.
1. 一番最近旅行した所は、どこ？そして、だれといつ旅行をした？
2. 何泊

ぱく

何日の旅行だった？
3. どこに宿泊

しゅくはく

した？それは良かった？
4. 飛行機に乗った？そのほかにもどんな乗物を利用した？
5. 朝食、昼食、夕食はどうした？
6. 観光

かんこう

した中で一番良かったと思う所は、どんな所だった？その理由は？

F.  読む Post-Reading Activity「日本旅行予定表」：ペアワーク→クラスワーク 
Cultural Perspective Presentation:  Famous Sightseeing Spots in Japan

 Present your own view or perspective of famous sightseeing spots in Japan.  Discuss at least FIVE 
aspects or examples of trip to Japan.  Begin with an appropriate introduction, give details, explain 
your own view or perspective, and end with a concluding remark.  You will have 4 minutes to 
prepare your presentation with your partner.  Then you will have 2 minutes for your presentation.  

1. Begin with an appropriate introduction.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　
2. Discuss five aspects/examples of the topic.  
  1.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  2.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  3.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  4.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  5.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  
3. Explain your view or perspective.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　
4. End with a concluding remark.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　

G.  テキストチャット「日本旅行」：ペアワーク→クラスワーク 
 　You will have a conversation about a trip to Japan with Mrs. Nonaka, who will be your host   
 mother in Tokyo for this summer.
  First, read this text chat conversation with your partner.  Next, read the questions and your partner  
 will respond without looking at the book.  Give original answers to the questions.  For each question,  
 answer in 20 seconds.  Take turns asking and answering questions.  
1. 野中：初めまして。野中です。日本行きも、もうすぐですね。
　 私   ：初めまして。(Last name) と申します。どうぞよろしくお願いします。日本に行く
   　　　 のをとても楽しみにしています。
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2. 野中：前、日本に来たことがありますか。
　 私   ：いいえ、日本へ行ったことはありません。今回が初めてなので、今からわくわく
    どきどきしています。日本について日本語のクラスでいろいろ習いましたが、
   　　　 本当にこの目でいろいろな物を見てみたいです。
3. 野中：日本に来たら、私達家族と一緒にどこかに旅行しませんか。温泉

おん

に興
きょう

味があり
   　　　 ますか。
　 私    ：わあ、皆さんと一緒に旅行ですか。嬉

うれ

しいですねえ。有難うございます。日本で
   　　　 の旅行は、本当に楽しそうです。温泉

おん

ももちろん入ってみたいです。何でも体験
   　　　 したいです。
4. 野中：じゃ、日本で行ってみたい所はどこですか。なぜですか。
　 私   ：そうですねえ。日本では京都とか奈良

な ら

のように日本の歴
れき

史
し

が残っている伝統
とう

的な
   　　　 お寺とか神社を見てみたいです。お城

しろ

にもぜひ行ってみたいです。でも、もしう
   　　　 ちから遠ければ、近くでいいです。
5. 野中：そうですか。ホテルと旅館とどっちの方が好きかしら。
　 私   ：もちろん旅館の方がホテルよりおもしろそうです。アメリカには旅館はありませ
   　　　 んし、旅館は初めての体験なので、ぜひ行ってみたいです。日本語のクラスでも
   　　　 旅館について習いました。ゆかたも着てみたいです。
6. 野中：日本に来ることについて何か質問があったら、聞いて下さい。じゃ、会えるのを
   　　　 楽しみにしていますね。
　 私   ：すみません、御家族についてもっと教えていただけませんか。皆さんは英語を
   　　　 話されますか。私も日本に行ける日を本当に楽しみにしています。もし、私が
   　　　 そちらに持って行ける物があれば、ぜひ知らせて下さい。では、どうぞよろしく
   　　　 お願いいたします。

G.  Compare & Contrast「国内旅行と海外旅行」：ペアワーク→クラスワーク 
 a. First, read this compare and contrast passage with your partner. 

　　これから国内旅行と海外旅行を比
くら

べてみます。国内旅行も海外旅行も旅行なので、ど
ちらも楽しいですが、違

ちが

う点もあります。
 　まず一つ目の違

ちが

いは、海外旅行に行く時には、パスポートとビザが必要ですが、国内
旅行に行く時には、パスポートもビザも必要ありません。パスポートは身

み

分証
しょう

明書にな
るので、旅行中なくせば、問題になります。ビザは日本に観光

かんこう

で行く時、三か月以内な
ら、要らないそうです。
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 　次に、二つ目の違
ちが

いは、海外に旅行すると、その国のお金が必要ですが、国内旅行は、
同じお金が使えます。お金の交換

かん

レートは毎日変わるので、アメリカ人にはドル高の時
に、旅行する方が得

とく

です。
 　最後に、三つ目の違

ちが

いは、海外旅行ではその国の言葉を話すはずですが、国内旅行は
外国語を話さなくてもいいです。しかし、最近英語が国際語のようになっているので、
だいたいどこの国へ行っても、英語が通じます。

 　結論
ろん

として、私は海外旅行の方が国内旅行より好きです。なぜなら、海外旅行へ行く
と、いろいろな違

ちが

う国の人達や文化に接
せっ

することが出来るからです。海外旅行をして、
　いろいろな国の人と友達になれば、世界はもっと平和になるはずです。

 b. Next, work with your partner and together compare and contrast overseas travel and domestic 
travel.  List three difference(s)/similarity(s), your preference and the reason for your preference.  Give 
your own opinions.  Then, share your presentation with your class.

Introduction:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　
Three similarities/differences:
  1. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

  2. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

  3. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　
Your preference and reasons:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　

H.  会話「スピーチコンテスト」：ペアワーク→クラスワーク 
 First, read this conversation with your partner.  Next, read the questions and your partner will    
 respond without looking at the book.  Repeat the underlined parts and give your own answers to the 
 questions.  For each question, answer in 20 seconds.  Take turns asking and answering questions.   
 You will have a conversation with Masashi, your Japanese friend, about his speech contest.
1. 質問：今日スピーチコンテストがあっただろう？信じられないけど、優勝

ゆうしょう

したんだよ。
　答 (例

れい

-女)：優勝
ゆうしょう

？本当？すごいじゃない。おめでとう！やったね。優勝
ゆうしょう

した感想
そう

はどう？
　答 (例

れい

-男)：優勝
ゆうしょう

？本当？すごいじゃないか。おめでとう！やったね。優勝
ゆうしょう

した感想
そう

は
 　　どう？
2. 質問：それで、賞

しょう

が一週間の日本旅行なんだよ。
　答 (例

れい

-女)：ええっ、日本旅行？わあ、いいなあ。うらやましい。でも、いつ日本に行く
 　　の？一人で行かなきゃいけないの？
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　答 (例
れい

-男)：ええっ、日本旅行？わあ、いいなあ。うらやましい。でも、いつ日本に行く
 　　の？一人で行かなきゃいけないのか。
3. 質問：でも、困ったことに、先生と一緒

しょ

に行かなくちゃいけないんだ。どうしよう？
　答 (例

れい

-女/男)：へえ、先生と二人で？それはちょっと大変だね。でも、先生と一緒
しょ

だった
 　　ら、心配することはないから、いいんじゃないかなあ。
4. 質問：そうだね。大丈

じょう

夫
ぶ

だよね。
　答 (例

れい

-女)：もちろん、大丈
じょう

夫
ぶ

よ。それで、いつ日本に行くの？日本に行ったら、おみや
 　　げ、買って来てね。ほしい物があるの。とにかく、おめでとう！
　答 (例

れい

-男)：もちろん、大丈
じょう

夫
ぶ

だよ。それで、いつ日本に行くの？日本に行ったら、おみ
 　　やげ、買って来てくれよ。ほしい物があるんだ。とにかく、おめでとう！

I.  文化発表「日本の旅館」：ペアワーク→クラスワーク 
 a. Choose the correct word from below and write the correct letter in the (    ) below the passage.

 　これから日本の旅館について発表します。日本の旅館はホテルのようですが、ホテル
ととても違います。旅館の五つの ( 1. ) について話します。

 　まず第一に、旅館はとても ( 2. ) です。部屋はたいてい畳
たたみ

の日本間で、障
しょう

子
じ

や襖
ふすま

もあ
り、玄関

げんかん

や床
とこ

の間などもあります。部屋に案内してくれる仲
なか

居
い

さんは着物を着ていて、
とてもていねいです。

 　第二に、旅館に泊まると、朝食と夕食が付いています。個人で泊まると、食事はたい
てい自分の部屋で食べます。仲

なか

居
い

さんが部屋に食事を持って来てくれます。食事は ( 3. )
で、いろいろな食べ物が出されますが、その地方の特産

さん

物を味わうことが出来ます。
 　第三に、旅館では ( 4. ) を着て、食事をしたり、外に散

さん

歩に行ったり、寝たりします。
夏の浴衣

ゆ か た

は涼
すず

しいですが、寒い季節の浴衣
ゆ か た

は、温かいです。
 　第四に、旅館での一番の楽しみは、( 5. ) です。部屋にもお風呂

ふ ろ

がありますが、旅館
にはいろいろな健康

けんこう

にいい温泉
せん

も外にある温泉
せん

もあります。
 　第五に、旅館では ( 6. ) に寝ます。夕方、外から部屋に帰ると、部屋には布団

ふ と ん

が敷
し

い
てあります。朝になると、仲

なか

居
い

さんが来て布団
ふ と ん

を押
おし

入れに片
かた

付
づ

けてくれます。 
 　結論

ろん

として、旅館は日本のいろいろな伝統
とう

的な ( 7. ) を体験出来る所です。旅館での
客へのサービスは特別です。それに、チップをあげる習慣

かん

もありません。外国からの観
かん

光
こう

客はぜひ旅館に泊まって、日本を体験するといいです。
　　私の発表を聞いて下さいまして、有難うございました。以上です。
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1. (     )    2. (     )    3. (     )    4. (     )     5. (     )     6. (     )      7. (     )

a. 和食　b. 布団
ふ と ん

　c. 浴衣
ゆ か た

　d. 特徴
ちょう

　e. 温泉
せん

　f. 文化　g. 日本的

  b.  Discuss the following questions with your partner and classmates.

1. なぜ日本にはチップをあげる習慣
かん

がないのでしょうか。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

2. なぜ旅館では浴衣
ゆ か た

を着て、食事をしたり、外を散
さん

歩したり、寝たりするのでしょうか。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

3. なぜ日本人は温泉
せん

やお風呂
ふ ろ

が好きなのでしょうか。
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                         ＜19課 - 聞く＞
Listening: Travel Report

 

【You may take notes while listening.  Do not look at the questions below before listening.  You will 
have 12 seconds to answer each question.  You may NOT move back and forth among questions.】

 (Narrator) Now you will listen to a presentation of trip in Japan once.

 (Narrator) Now answer the questions for this selection.

 1.  What tour did he plan?
  (A) a tour to see the cherry blossoms in Kyoto
    (B) a 3 night, 4 day tour
  (C) a weekend tour
  (D) a bus tour from Tokyo

 2.  What information did he get from the internet?
  (A) Mt. Yoshino has more than one hundred cherry trees. 
    (B) Mt. Yoshino is in Kyoto.
  (C) Mt. Yoshino turns red during the cherry blossom season.
  (D) Mt. Yoshino is historically famous for cherry blossoms.

 3.  What kind of tour did he join?
  (A) The tour was by bus.
    (B) The price was very cheap.
  (C) The tour price included two nights lodging fee.
  (D) The tour was from Osaka Station.

 4.  Where did he stay during his trip?
  (A) in Kyoto and Nara
    (B) in Kyoto and Osaka
  (C) in Nara and Osaka
  (D) in Kyoto for two nights

 5.  What was his impression of the tour?
  (A) Taking photos of the cherry blossoms at night was fun.
    (B) The cherry blossom viewers were well mannered.
  (C) Viewing the cherry blossoms at Osaka Castle was the best.
  (D) Viewing the cherry blossoms from the hot spring was the best.
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                         ＜19課 - 読む＞  
Reading: Travel Brochure

【You may move back and forth among all the questions.】

日本旅行予定表
７月 11日（火） 12:20 ホノルル発 Jalways 77 便
７月 12日（水） 16:05 関西空港着
   英語通訳の出迎え、バスで広島へ（荷物持参）
   夕食：バス内（幕の内弁当）
   宿泊：ニュー広電ホテル
７月 13日（木）  朝食：ホテルにて
  08:30 一日観光：宮島（英語ガイド付き）
   昼食：弁当
   夕食：お好み焼き（ホテルグランビアにて）
   宿泊：ニュー広電ホテル
７月 14日（金）  ＊＊荷物は京都へトラックで搬送＊＊
   朝食：ホテルにて
  08:30 広島平和公園と資料館（英語ガイド付き）
  12:00 広島発　新幹線のぞみ 20号
   昼食：新幹線で弁当
  13:45 京都着、英語ガイドの出迎え
   市内観光：平安神宮、三十三間堂、清水寺
   夕食：ホテルにて
   宿泊：京都リーガロイヤルホテル
７月 15日（土）  朝食：ホテルにて
  08:00 京都観光：二条城、金閣寺、竜安寺（英語ガイド）
   昼食：京料理
   奈良観光：東大寺、奈良公園で鹿見学
   夕食：ステーキハウス
   宿泊：京都リーガロイヤルホテル
７月 16日（日）  朝食：ホテルにて
  09:32 京都発　新幹線のぞみ 122 号
  11:53 東京着、バスで慶応高校へ
７月 16日（日）～８月３日（木）：慶応高校にて夏期講座（午前日本語授業、  

    午後社会見学）、国際交流、ホームステイ
８月 03日（木） 16:00 慶応高校集合、成田国際空港へバスで
  20:25 成田国際空港発 Jalways76 便
８月 03日（木） 08:30 ホノルル空港到着
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                       ＜19課 - 読む (質問)＞
Reading: Travel Brochure

 (Narrator) Now answer the questions for this section.

 1. When this group arrives in Japan, how will they be transported from the airport to Hiroshima?
  (A) bus
  (B) bullet train
  (C) airplane
  (D) electric car

 2. In Hiroshima, what is NOT planned?
  (A) sightseeing with an English speaking guide
  (B) stay at a Japanese inn
  (C) visiting the Peace Park
  (D) eating bento for lunch

 3. What activities are included while staying in Kyoto and Nara?
  (A) staying at a Japanese inn in Kyoto.
  (B) visiting a castle in Nara.
  (C) visiting temples and shrines for two days.
  (D) eating Japanese style dinner for two days.

 4. What is NOT scheduled while they are in Tokyo?
  (A) homestay
  (B) Japanese language study
  (C) field trips
  (D) community service

 5. Which is NOT correct?
  (A) They arrive at Kansai Airport.
  (B) They ride the bullet train once.
  (C) They leave Japan from Narita Airport on the departure day.
  (D) They gather at school and go to the airport on the day they depart from Japan.
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              ＜19課 - 書く (テキストチャット)＞
Text Chat:  Trip to Japan

  You will participate in a simulated exchange of text-chat messages.  Each time it is your turn to 
write, you will have 90 seconds.  You should respond as fully and as appropriately as possible.
 You will have a conversation with Mrs. Nonaka, your host mother in Tokyo for this summer, 

about your plans.
 1. Respond.  (90 seconds)
  初めまして。野中です。日本行きも、もうすぐですね。
 2.  Describe your experience.  (90 seconds)
  前、日本に来たことがありますか。
 3.  Respond.  (90 seconds)
  日本に来たら、私達家族と一緒にどこかに旅行しませんか。温泉

おん

に興
きょう

味がありますか。
 4.  State your opinion.  (90 seconds)　
  じゃ、日本で行ってみたい所はどこですか。なぜですか。
 5.  Give your preference.  (90 seconds)
  そうですか。ホテルと旅館とどっちの方が好きかしら。
 6.  Ask a specific question. (90 seconds)
  日本に来ることについて何か質問があったら、聞いて下さい。じゃ、会えるのを
  楽しみにしていますね。

      　         ＜19課 - 書く (比
ひ

較
かく

と対
たい

比
ひ

)＞
  Compare & Contrast Article: Traveling Abroad & Domestic Traveling?

  Directions:  You are writing an article for the student newspaper of your sister school in Japan.  
Write an article in which you compare and contrast similarities and differences between hotels and 
Japanese inns.  Based on your personal experience, describe at least THREE aspects of each and 
highlight the similarities and differences between hotels and Japanese inns.  Also state your 
preference for either and give reasons for it.

  Your article should be 300 to 400 characters or longer.  Use the desu/masu or da (plain) style, 
but use one style consistently.  Also, use kanji wherever kanji from the AP Japanese kanji list is 
appropriate.  You have 20 minutes to write.

【NOTES/OUTLINE: 自分の作文のアウトラインを書こう！】
Introduction:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　
Three similarities/differences:
  1. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

  2. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　

  3. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　
Your preference and give reasons:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　   　　

                                                                                 437                                                                19課  

90秒×6

20分



                    ＜19課 - 話す (会話)＞    
Conversation:  Speech Contest

  You will participate in a simulated conversation.  Each time it is your turn to speak, you will 
have 20 seconds to record.  You should respond as fully and as appropriately as possible.

  You will have a conversation with Masashi, your Japanese friend, about his speech contest.

 (Masashi)   
 (20 seconds)
 (Masashi) 
 (20 seconds)
 (Masashi) 
 (20 seconds)
 (Masashi) 
 (20 seconds)

                     ＜19課 - 話す (日本文化)＞
                Cultural Perspective Presentation:  Japanese Inns
  Directions:  Imagine that you are making an oral presentation to your Japanese class. First, you 
will read and hear the topic for your presentation.  You will have 4 minutes to prepare your 
presentation.  Then you will have 2 minutes to record your presentation.  Your presentation should 
be as complete as possible.

  Present your own view or perspective of Japanese inns.  Discuss at least FIVE aspects or 
examples of Japanese inns.

  Begin with an appropriate introduction, give details, explain your own view or perspective, and 
end with a concluding remark.

【Let's take notes!】
1. Begin with an appropriate introduction.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　
2. Discuss five aspects/examples of the topic.  
  1.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  2.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  3.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  4.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  

  5.) 　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　  　　　　　　  
3. Explain your view or perspective.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　
4. End with a concluding remark.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　

 19課                                                                      438                                                                 

20秒×4

4分＋2分




