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「英検 Presents 実践！グローバル・コミュニケーション Let’s Read the Nikkei in English」 

１６０６３０ 

先生/ Mr. Harrison （ジェフリー・スイガム） 

生徒/ Sakura （多田記子） 

生徒/ Yoko （金納ななえ） 

 

 

Part I: Grade Pre-1  
 

Mr. Harrison:  

こんにちは。このクラスを教えるハリソンです。 

他の人の意見を踏まえて、自分の考えをさらに発展させ、議論を深めていきましょう。 

このクラスの対象は、英検準１級です。 

Hello, everyone. My name is Mr. Harrison, and I’m the teacher for this class.  

Let’s deepen the discussion by listening to others and developing our own ideas. 

This class is for Eiken Pre-1 level listeners.   

 

今年から国民の祝日が増えました。８月 11 日の「山の日」です。この日は、山に親しむ機

会を得て、山の恩恵に感謝する日とされています。祝日は祝日法という法律で定められて

います。1948 年に祝日法ができたときには、祝日は年に９日でした。今年は年間 16 日の

祝日があります。８月 11 日は夏休みの時期にあり、山に出かけやすい季節です。また、お

盆休みにも近いため、休暇も取りやすくなることが期待されています。 

The number of national holidays in Japan has increased. Starting this year, August 11 will 

now be “Mountain Day”, a day which gives you an opportunity to feel closer to and 

appreciate mountains. National holidays were established by a law called the Act on 

National Holidays. When the law was introduced in 1948, there were nine holidays. Now, 

there are 16 every year. Since August 11 comes during summer vacation, it’s a good season 

to go to the mountains. It’s also close to the Bon holidays, so it’s expected to be easy to take 

time off.  

 

今日は、こうしたニュースを踏まえて、「山の日」を共通テーマに、このクラスでは、「『山

の日』の制定と日本の祝日制度の現状」について話し合いましょう。 

Our overall theme today will be “Mountain Day,” and in this class, we’ll discuss the 

establishment of “Mountain Day”, as well as the current Japanese holiday system.  

  

  It's Discussion Time!  

 

Mr. Harrison: 

今年から「山の日」という祝日が増えることは、皆さん知っていたでしょうか？  

Did all of you know that there’s a new holiday this year, “Mountain Day”? 

 

Sakura: 



 

 

2 

聞いたことがありませんでした。７月の第三月曜日に海に親しむ日としての「海の日」が

あるので、 山に親しむ日が加わったのだと思います。 

I haven’t heard anything about it. I know “Marine Day,” the third Monday in July, is a day for 

us to get to know the ocean better. So, I suppose, Mountain Day will be to get to know 

mountains better. 

 

Yoko: 

今年から８月に祝日ができるとは聞いていました。私たち学生にとって、この日はもとも

と夏休みなので、あまり休みが増える実感はありません。ただ、その日に働く人が休みを

取りやすくなれば、家族旅行に長く行けたりするのかなと思います。 

I had heard there would be a new holiday starting this August. For students like us, it’s 

already the summer holidays, so I don’t feel like it’s another holiday. But it might be easier 

for working people to take the day off now. I think family trips could be extended a bit. 

  

Mr. Harrison: 

はい、そうなればいいですね。日本列島は山脈が連なり、山や森林の多い地形ですから、

山からたくさんの恩恵を受けています。５つの山岳団体が中心となって、国民の祝日とし

て「山の日」をつくる取り組みが行われた結果、制定されました。 

Yes, I hope that’ll happen. The Japanese islands are actually a chain of mountain ranges. 

We receive many benefits thanks to the forests and the mountains. Five organizations 

interested in mountains worked hard to establish “Mountain Day.”  

 

Sakura: 

以前、このクラスでは森林から受けている恩恵について考えたことがあります。森は空気

をきれいにしたり、水資源を守ったり、動物の住処になったりすることを学びました。 

We’ve talked about the benefits forests provide in a previous class. We learned they clean 

the air, protect water resources, and give animals a home. 

  

Mr. Harrison: 

そうですね。また、山はハイキングや登山など、私たちがリフレッシュしたり、健康的に

過ごしたりする場所でもありますね。では、この「山の日」の制定にちなんで、今日は日

本の祝日制度について考えたいと思います。 

That’s right. And, mountains are places we can refresh ourselves and improve our health 

through hiking and climbing. Along with the establishment of this “Mountain Day,” let’s think 

about the current holiday system in Japan.  

 

まず、年に 16 日となった日本の祝日の日数は、他の国と比べて、多いでしょうか、少ない

でしょうか？ ちょっと考えてみてください。 

First of all, there are 16 national holidays a year in Japan, but how does it compare with 

other countries? Do you think we have more or fewer than in other places?  

 

Yoko: 



 

 

3 

日本人はあまり休まないという傾向があります。したがって、祝日の日数も多くないとい

うことではないでしょうか。 

I think that there is a tendency for Japanese people not to take enough time off. So, I guess 

there aren’t so many national holidays.  

 

Sakura: 

休まないというのは、休日が少ないからではなく、単に「休暇が取れない」ということだ

と思います。最近は、毎月のように連休があるように思います。オーストラリアに留学し

ていたとき、そういった記憶はありません。ですから、日本の方が他の国と比べて、祝日

の日数は多いのではないでしょうか。 

It’s not that people don’t take time off because there aren’t enough holidays, it’s simply hard 

for many people to take time off. It seems there is a long weekend almost every month. I 

don’t remember anything like that when I was studying abroad in Australia. So I think Japan 

has more holidays compared with other countries.    

 

Mr. Harrison: 

はい、そうです。実は、日本の祝日の日数は、先進国の中では多いといえます。たとえば

イギリスやドイツの祝日は年に 10 日前後です。さくらさんは「連休が多い」と指摘しまし

た。それはなぜかというと、連休を増やすための制度があるからなのです。 

Yes, that’s right. In fact, among developed countries, Japan has the most national holidays. 

England and Germany, for example, have around ten each. Sakura, you pointed out the 

large number of long weekends. The reason is that the government started a system 

purposely to increase the number of long weekends.  

 

Sakura: 

連休を増やすための制度とは何ですか？ 

What’s the system to increase long weekends?  

 

Yoko: 

国民の祝日が日曜に当たるとき、直後の平日が休みとなって連休になりますよね。つまり、

月曜に振り替えられます。 

When national holidays fall on Sundays, the following Monday becomes a holiday to make a 

consecutive holiday. In other words, it’s carried over to Monday. 

 

Mr. Harrison: 

はい、それは「振替休日」と呼ばれる休日です。そして、２つの祝日に挟まれた平日は休

日にする制度があります。たとえば、５月３日の憲法記念日と、５月５日の子どもの日に

挟まれた５月４日が「みどりの日」となって、休みが増えました。 

Yes, they’re called “observed holidays.” And when a weekday falls between two holidays, 

that day also becomes a holiday. For example, May 3 is Constitution Day and May 5 is 

Children’s Day, so May 4 was made “Greenery Day” to increase the number of holidays.  
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Sakura: 

母が「昔は成人の日が１月 15 日と決まっていた」と話していましたが、今は 1 月の第２月

曜に変更されました。 

My mother said that Coming-of-Age Day always used to be January 15, but then it was 

changed to the second Monday in January.  

 

Mr. Harrison: 

それが「ハッピーマンデー」です。日付が固定されなくなりました。 

Yes, that’s called “Happy Monday”. The date isn’t fixed.  

でも、なぜ日付を変更してまで連休を増やす必要があるのでしょうか。 

But why do you think it’s necessary to change the date to increase the number of 

consecutive holidays?  

 

Sakura: 

私は、実は、祝日の数が増えていること自体知りませんでした。理由は何なのでしょうか

よう子さん分かりますか？  

I had never realized that the number of holidays was increasing, so I can’t think of a reason. 

Yoko, do you have any ideas? 

 

Yoko: 

働き過ぎを改めようという動きではないでしょうか。これまで勉強してきた中で、「ワーク

ライフバランス」ということを学びました。法律で決まった祝日を増やして、休みを取り

やすくし、仕事以外に家族と過ごしたり、リフレッシュしたりする時間を作ってほしいと

いう政策ではないかと思います。 

Isn’t it a way to prevent overworking? We’ve learned about “work-life balance” before. When 

the number of holidays is increased by law, it makes it easier to take time off. It’s a policy to 

make time to relax and spend time with your family. You can forget about work. 

 

Sakura: 

留学先では、両親の夏休みが土日を含めて１週間と話して驚かれたことがあります。冬休

みやクリスマス前後に、バカンスとしてまとまった休暇を取ることが留学先のオーストラ

リアでは普通だからです。そう考えると、日本では、法律で祝日を定めないと、まだまだ

休みを取りづらいという現状なのではないでしょうか。 

When I was studying abroad, my host family was surprised when I told them my parents’ 

summer vacation was just one week, including Saturday and Sunday. It’s common in 

Australia, where I was studying, to take a much longer vacation in winter or around 

Christmas. When you think about it, in Japan, it might be hard to take time off unless the law 

fixes holidays.  

 

Mr. Harrison: 

そうですね。ワークライフバランスの改善は、こうした政策の目的の１つです。さくらさ

んの言うように、日本の企業ではまだまだ有給休暇がきちんと利用されていないという現



 

 

5 

実があります。 

You may be right. One purpose of this policy is to improve people’s work-life balance. In 

Japan, many people do not use up their paid holiday leave. 

では、こうして休みを増やすことは、国にも利益をもたらすと考えられているのですが、

それは具体的に何だと思いますか？ 

Well, then, they say an increase in holidays will benefit the country. In what way do you think 

it will do this? 

 

Yoko: 

休みが増えることによる利益ですか？ すぐに思いつきません。 

Benefits from more holidays? I can’t think of anything off hand. 

 

Sakura: 

休みが増えると、旅行に出かけたり、家族で外食したりする機会につながります。観光地

や飲食店などでは繁盛期と言われます。経済効果があるのかもしれません。 

People will travel more when there are more holidays. There will be more opportunities for 

families to eat out together. Tourist spots and restaurants will be busier. So there might be 

some economic benefit.  

 

Yoko: 

確かにそうですね。連休があると、新幹線や飛行機が満席になったり、ホテルが満室にな

ったりします。また、趣味を楽しむ時間が増えれば、道具なども売れると思います。たと

えばアウトドアキャンプなら、テントとか、バーベキューセットとか。やはり景気が刺激

されそうです。 

Now that you mention it, I’m sure that’s true. During long weekends, seats on bullet trains 

and planes are sold out, and hotels are booked up. And, if there’s more time to enjoy 

hobbies, there will be more money spent on them. Take camping, for instance. More tents 

and barbecue sets will be sold. So I’m sure there’ll be some economic impact.  

 

Mr. Harrison: 

皆さんが考えたように、祝日の日数や連休を増やすことで、ワークライフバランスが改善

されたり、レジャーなどの需要による経済効果が現れたりすることが期待されています。

新しい「山の日」が、期待された効果を生むといいですね。今年８月の「山の日」には、

皆さんもぜひ山に出かけて、山の魅力を感じてみましょう。 

As all of you imagine, when the number of holidays and long holidays increases, it’ll improve 

people’s work-life balance. You can expect demand for leisure will have an economic result. 

It will be good if the new “Mountain Day” brings about the same result. So on the very first 

“Mountain Day” this August, all of you should definitely go to the mountains and enjoy them 

to the fullest. 

 

今日、このクラスでは「『山の日』の制定と日本の祝日制度の現状」について考えました。

英検準１級向けでした。このあとは、２級＆準２級です。 
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In our class today we’ve been talking about the establishment of “Mountain Day” and the 

current Japanese holiday system.  

This class has been for Eiken Grade Pre-1 level listeners. Grades 2 and Pre-2 follow next.  

 

 

Part Ⅱ Grades 2 & Pre-2  

 

Mr. Harrison: 

こんにちは、皆さん。 

自分の主張の結論は、わかりやすく伝えましょう。 

このクラスは、英検２級・準２級向けです。 

Hello, everyone.  

Please try to express your opinions in an easily understandable way.  

This class is for Eiken Grades 2 and Pre-2.  

 

今年から国民の祝日が増えました。８月 11 日の「山の日」です。この 70 年間で、祝日は

年に９日から 16 日へと少しずつ増えました。さらに連休が作りやすいよう祝日制度に変更

もありました。８月 11 日が「山の日」となった理由の１つも、お盆休みに近く、より休暇

を長く取れるようになることが期待できるからです。 

The number of national holidays has increased this year. Now, August 11 will be known as 

“Mountain Day.” Over the past 70 years, the number of holidays has increased gradually 

from 9 to 16. Changes in the Act on National Holidays also make it easier to have long 

weekends. One reason August 11 was made “Mountain Day” is that it’s close to the Bon 

holidays, so you can expect longer vacations.   

 

今日の共通テーマは「山の日」です。このクラスでは、「祝日を増やすことは、働き過ぎと

言われる日本人の生活スタイルの改善に役立つか」をテーマに話し合います。 

Today’s overall theme is “Mountain Day.” In this class we will discuss “whether or not 

increasing the number of holidays will improve the lives of Japanese people who work too 

much.” 

 

  It's Discussion Time!  

 

Mr. Harrison: 

今年から８月 11 日の山の日が新しい祝日となります。今日は、このように祝日を増やした

り、連休を取りやすい制度を導入したりすることが、働き過ぎと言われる日本人の生活の

質（QOL）の向上に役立つかどうか、議論してみようと思います。 

Starting on August 11 of this year, there’s a new holiday called Mountain Day. It’s said 

Japanese people work too hard, so will more holidays or introducing new systems to take 

long vacations improve people’s quality of life? Let’s discuss this.  

 

Sakura: 
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私は役立つと思います。祝日や連休が増えれば、その分仕事を休める日が増えるからです。 

I think it will be useful. When national holidays or long weekends increase, people will have 

more days off from work. 

 

Yoko: 

私は役立たないと思います。１年は 365 日もあります。70 年間のうちに祝日が９日から 16

日に増えたということですが、生活の質を改善するほどの違いがあるとは思えません。 

I don’t think it’ll be useful. There are 365 days in a year. The number of national holidays has 

increased from 9 to 16 days over the last 70 years, but I don’t think it’s enough to improve 

the quality of people’s lives.  

 

Sakura: 

そうでしょうか。休みが増えれば、プライベートを充実させたり、健康的に暮らしたりす

ることにつながるのではないでしょうか。たとえば、大型連休には、海外旅行に大勢の人

が出かけているというニュースをよく聞きます。休みが多くなれば、このようにプライベ

ートの時間が充実し、生活の質の改善に役立つと思います。 

I’m not so sure. When there are more holidays, you can enjoy your private time. I think it’s 

an important part of a healthy life. For example, you often hear news about many people 

traveling overseas during the Golden Week holidays. If there were more holidays, you could 

have more chances to travel. I think that will make people’s lives better. 

 

Yoko: 

確かに祝日や連休が多くなれば、休みを取れる人が増えます。ただ、生活の質の向上とい

うのは、皆が同じときに休んで、混んだ場所に出かけて行くことでしょうか？ 私はその

ような現状が続くなら、生活の質が改善されるとは思いません。 

Of course, when there are more national holidays or long weekends, more people can take 

time off. But, does that really improve their lives? Everyone is off at the same time. They all 

go to the same crowded places. In that case, I don’t really think it’s an improvement. 

 

Sakura: 

休みが多くなれば、もちろん旅行に出かける人もいるでしょうし、家族でゆっくり過ごし

たり、趣味に打ち込んだりする人もいると思います。休みの日数が増えるほど、さまざま

な過ごし方をする余裕が生まれるのではないでしょうか。 

If there are more holidays, of course some people will go on trips, some will spend quiet time 

with family, or others will enjoy their hobbies. More holidays means more ways to spend 

them.  

 

Yoko: 

職場では、互いの仕事のスケジュールを調整しあって、各自が自分の好きな時期にまとま

った休みが取れることが大事だと父が言っていました。そうすることで、本当に身体を休

めたり、生活を充実させたりすることができるのではないでしょうか。 

My father said that at his workplace, they adjust their schedules so they can each take off a 
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block of time whenever they want. Doing that, I think you can really rest, or, it can help you 

have a full life.  

 

Mr. Harrison: 

日本の企業では、有給休暇を利用して休みにくい事情がある場合もあるようです。また、

長期休暇も、バカンスが習慣の国のようにはうまくいかないのが現状でしょう。 

It is said that in Japanese companies it can be difficult to use paid vacation days. And while 

it’s possible to take long vacations in some countries, it’s not really possible here in Japan. 

 

Sakura: 

最終的には、休みやすい環境が求められるのだと思います。ただ、現実には、すぐには難

しいかもしれません。 

In the end, I think we need to create an environment where it’s easy to take time off. But it’s 

not going to be easy to do soon. 

 

Mr. Harrison: 

それでは、祝日や連休が増えても、生活の質の改善にはあまり役立たないかもしれないと

いうことでしょうか？ 

So, you think that even if there are more holidays or long weekends, it won’t improve 

people’s lives?  

 

Sakura: 

いいえ、役立たないとは思っていません。祝日や連休が増えることで、趣味を楽しむよう

になったり、家族団らんの時間が増えたりすれば、休暇を取得することに対する意欲が増

すと思います。 

No, I don’t think it’ll be meaningless. More holidays or consecutive holidays will give more 

time for hobbies and for families. That will increase the desire to take more vacations. 

  

Yoko:  

そうした観点から、祝日や連休を増やすことに意味があるのかもしれません。 

From that point of view, it may mean something to increase holidays and consecutive 

holidays. 

 

Sakura: 

それがきっかけで、日本人の働き方に対する意識が変化していけばよいと思います。そう

すれば、休暇を取りやすい職場環境が日本にも浸透していくのではないでしょうか。 

I think it’s an opportunity to change the way Japanese people think about work. It will help to 

make an environment where it is easier to take a vacation. 

 

Mr. Harrison: 

まずは法律で祝日や連休を増やすことから始めて、社会の意識を変えていくということで

すね。 
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By first increasing the number of national holidays and long weekends, the way that society 

thinks about taking vacations will change.  

 

Yoko: 

それもムダではないと思います。ただ、日本では日曜や祝日にも営業している店舗は多い

ですし、交通機関に勤務する人のように祝日だからといって休めない人はたくさんいます。

それに、私の母は、「祝日は家族が家にいるため家事でかえって忙しい」と言っています。

やはり、祝日に頼ることなく、それぞれの人がしっかり働き、しっかり休めるような社会

にしていく改善努力を続ける必要があると思います。 

Yes, it could be effective. But, many shops are open and transportation still runs on Sundays 

and holidays in Japan, so there are many people who can’t take off work just because it’s a 

holiday. And my mother says, “On holidays when the family is at home, it makes me even 

busier.” After all, instead of relying on holidays, we need to continue to make efforts to 

create a society where people can balance their work and leisure time. 

 

Mr. Harrison: 

休みの日に、家族で出かけたり、スポーツに思い切り汗を流したりすると、また仕事や勉

強に頑張ろうという気持ちになるものです。しっかり働き、しっかり休む、充実した生活

が実現できるよう、祝日を活かしながら、社会全体で仕事と休みのメリハリをつける意識

を高めていきたいですね。 

On days off when people go out with their family or put all their energy into sports, it makes 

them want to try harder when they go back to work or study. Work hard, rest well, and make 

use of holidays to have a full life. At the same time, raise awareness in society of the 

advantages of work and holidays. 

 

今回は「祝日を増やすことは、働き過ぎと言われる日本人の生活スタイルの改善に役立つ

か」についてディスカッションしました。 

Today, we’ve been discussing “whether or not increasing the number of holidays will 

improve the lives of Japanese people who work too much.” 

 

英検２級＆準２級向けでした。このあとは、３級＆４級です。 

This class was for Eiken Grades 2 and Pre-2. The class for Grades 3 and 4 is next. 

 

 

PartⅢ: Grades 3 & 4  

 

Mr. Harrison: 

こんにちは、皆さん。 

Hello, everyone.  

このクラスは、英検３級＆４級向けです。今日の共通テーマは、「山の日」です。 

This class is for Eiken Grade 3 and 4 level listeners.  

Our common topic today is “Mountain Day.” 
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今年から、８月 11 日は「山の日」という新しい祝日になりました。８月はちょうど夏休み

の時期で、山や自然豊かな場所に出かけやすい季節です。 

Starting this year, there’s a new holiday called “Mountain Day” on August 11. Students have 

summer vacation in August, so it’s a good season to go to the mountains and other natural 

spots. 

 

今日はこれに関連して、「山でのレジャー経験」をテーマに話し合いたいと思います。 

In this class, we’ll talk about our “leisure experiences in the mountains.” 

 

  It's Discussion Time!  

 

Mr. Harrison: 

「山の日」は、山に親しみ、山の恵みに感謝する日です。そこで、皆さんの山でのレジャ

ー経験を共有してみようと思います。 

“Mountain Day” will be a holiday to enjoy and appreciate mountains. So today, let’s share 

our leisure experiences in the mountains.  

山といえば「登山」が思い浮かびますね。皆さんは登山をしたことがありますか？ 経験

があれば教えてください。 

“Mountain climbing” comes to mind when you mention mountains. Have you ever climbed a 

mountain? If so, tell us about your experiences.  

 

Sakura: 

私は中学の時、校外授業で登山をしたことがあります。荷物はリュックにまとめ、登山靴

を履いて出かけました。２時間ほどで山頂に着く予定だったのですが、慣れない人も多か

ったのでもう少し時間がかかりました。 

When I was in junior high school, we climbed a mountain on a field trip. We put our things in 

backpacks, put on our climbing shoes and started climbing. We expected to reach the top in 

two hours, but it took a little longer because many of us weren’t used to climbing.  

 

Mr. Harrison: 

山頂に着いたときにはどんな気持ちでしたか？ 

How did you feel when you reached the top? 

 

Sakura: 

天気に恵まれたので、見晴らしがよく、疲れを忘れました。お弁当もとても美味しく感じ

ました。 

We were lucky to have good weather. The view was wonderful. We forgot how tired we 

were. Our boxed lunches were especially delicious that day. 

 

   TEACHER’S POINT 
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Mr. Harrison: 

そうでしょうとも！ ちなみに、山頂を意味する英単語は３つあります。「トップ」「ピー

ク」「サミット」です。ニュースのなかで、「サミット」という言葉をおそらく聞いたこと

があるでしょう。世界の首脳らが会って、世界の諸問題について話し合うときに。 

I’m sure they were! By the way, there are three English words that mean the top of a 

mountain. You can say “the top”, “the peak” or “the summit”. You’ve probably heard the word 

“summit” before in the news, when world leaders meet and talk about world problems. 

では続けて、よう子さん、どうぞ。 

Anyhow, let’s continue.  Yes, Yoko. 

 

Yoko: 

私は父が登山好きなので、長期休暇には山に連れて行ってもらいます。日帰りだけでなく、

旅行先で登山をすることもあります。 

My father likes mountain climbing. When we have a long vacation, he takes me to the 

mountains. We don’t just go on a day trip. Sometimes we climb a mountain at our 

destination.  

 

Sakura: 

すごいですね。富士山にも登ったことがありますか？ 

Wow, that’s great. Have you ever climbed Mt. Fuji? 

 

Yoko: 

いいえ、まだです。今は低い山にしか登ったことがないのですが、やはり富士山には一度

は登りたいと思っています。 

No, not yet. I’ve only climbed small mountains. But I would like to climb Mt. Fuji one day.  

 

Mr. Harrison: 

お父さまは、体力など安全面を考えながら、少しずつ登山の経験をあなたに積ませている

のでしょうね。いつかは富士登山に、きっと連れて行くと思います。 

Your father is considering your stamina and safety. Little by little, your father is letting you 

gain experience. I’m sure he’ll take you to climb Mt. Fuji someday.  

 

Sakura: 

登山といえば、私は山登りのファッションがかわいいと思います。校外授業のために靴を

買いに行ったときにお店で見ました。本格的に登山をするなら、ぜひかわいいウェアを着

てみたいと思いました。 

Speaking of mountain climbing, I think many climbing outfits are cute. I saw some at the 

store when I went to buy shoes for our class trip. If I were really going to get into mountain 

climbing, I would definitely want something cute to wear.   

 

Mr. Harrison: 

最近では、おしゃれな登山用具も増えているようです。登山は山を楽しむ一つの方法です
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が、それ以外にも、山で楽しめることはたくさんあります。そうした経験もあれば教えて

ください。 

The number of fashionable mountain climbing goods has been increasing recently. 

Mountain climbing is one way to enjoy mountains, but there are many other ways, too. If 

you’ve done anything else fun in the mountains, please tell us.   

 

Yoko: 

散歩です。山のふもとには、散策路がよくあります。歩きやすい靴があれば気軽に歩けま

す。のんびり歩いてきれいな空気を吸うだけで、とてもリフレッシュできます。 

I’ve been for mountain walks. There are many walking routes at mountain base areas. If you 

have comfortable shoes, you can walk easily. It’s very refreshing just to walk slowly and 

breathe the clean mountain air.  

 

Sakura: 

植物観察です。私はスケッチブックを持って山に出かけて、珍しい草花を観察するのが好

きです。 

I like to look at the plants and flowers. I take a sketchbook with me when I go to the 

mountains. I like to look at rare plants and flowers.  

 

Yoko: 

私はスキーも好きです。特に昨年の冬に始めたクロスカントリーは、山の冬の景色を見ら

れるので、とても楽しいです。雪道でうさぎの足跡を見かけたことがあります。 

I like skiing, too. I started cross-country skiing last winter. I really enjoy the beautiful winter 

scenery. I saw rabbit tracks in the snow. 

 

Sakura: 

私は夏に家族でキャンプに行くのが、毎年の山の楽しみです。 

My family goes camping in the summer. We enjoy the mountains every year.  

 

Yoko: 

キャンプはごはん作りが楽しいですよね。 

Isn’t it fun to make food when you’re camping?   

 

Sakura: 

私たちはいつも、電気も水道も使えないところにテントを張って泊まります。火をおこし

て、カレーを作るのが、特別な楽しみです。 

We always go to a place where there’s no electricity or running water. We just put up a tent 

and stay there. We build a fire and make curry. It’s great fun. 

 

Mr. Harrison: 

食事以外にはどのような楽しみがありますか？ 

What do you enjoy other than food? 
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Sakura: 

夜は周りが真っ暗になるので、夜の星がとてもきれいに見えます。 

It’s pitch black at night. The starry skies are really beautiful.  

 

Mr. Harrison: 

皆さん、山でさまざまな楽しい経験をしているようですね。山は春夏秋冬、それぞれの季

節にさまざまな景色の違いを見せてくれます。ぜひ、これからも安全に注意しながら、山

に出かけて山の魅力をたくさん発見し、思い切り山を楽しみましょう。 

All of you have had a variety of enjoyable experiences in the mountains. The scenery in the 

mountains is different depending on whether it’s spring, summer, fall, or winter. So, go out & 

discover the appeal of mountains, and enjoy them to their fullest. But remember to be 

careful. 

今日は、「山でのレジャー経験」をテーマに話し合いました。 

Today we talked about “leisure experiences in the mountains.” 

次回は、「ファッション」について、ディスカッションします。 

Next time, we will discuss “fashion”.    
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