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本書には，パソコン等で再生していただくMP3形式の音声を収録した
CDが付属しています。

 001マークは，付属 CD[MP3]の音声番号です。

＊教室用として，通常のオーディオ機器で再生可能な CD（2枚組）のご
用意がございます。

CD1-01， CD2-01の表示は教室用 CDのディスク番号と
トラック番号です。

1-01
001

1-01
001

9784384334487



はじめに

　グローバル化が加速する社会経済にあって，異文化体験を有し英語力を備えたグローバル
人材を育成することは，現在の日本にとって重要な課題であり，学生時代の海外留学の果た
す役割は大変大きなものです。本書では，海外渡航から帰国に至る留学の流れを理解し，さ
まざまなシチュエーションで必要な英語力を養うことを目的としています。皆さんが貴重な
海外留学の機会を活かし，将来国際舞台で活躍するための素地を身につけることを期待して
います。
　尚，本書は『Study Abroad　海外語学研修のための英語と知識』（三修社刊）を元に，練習
問題を増やし，構成を変えることにより，使い勝手を改善した内容となっています。
　Chapter１～ Chapter 12の各章の構成は下記のとおりです。

　　　 Dialog 1

 Expand your vocabulary 

会話に出てくる語句の練習問題：各語の意味の確認，発音練習，日本語から英語への変換
練習

 Enhance your communication skills      

　会話は Part 1, Part 2に分かれています。　
PART 1： True or False問題（listening），会話の聞き取り穴埋め問題（listening），リピート，

ロールプレイなどの会話練習（speaking）
PART 2： 文章の整序問題（reading），リピート，ロールプレイなどの会話練習（listening, 

speaking）

　　　 Reading

 Elevate your knowledge 

各テーマに沿った英文読解問題：文章完成問題，英問英答問題（reading），完成した英文
を使ってのシャドーイング，リピート練習（listening, speaking）

　　　 Dialog 2

 Expand your vocabulary 

応用の会話に出てくる語句の練習問題：各語の意味の確認，発音練習，日本語から英語へ
の変換練習

 Enhance your communication skills 

応用の会話問題：選択肢問題（listening），ディクテーション問題（listening），シャドーイ
ング練習（listening, speaking）

　また巻末には，各章ごとにさらに実用的な知識を深めるための役に立つ Extra Exercisesが
用意されていますので活用してください。

　本書を通して学んだことが，みなさんの海外留学に役に立つことを心より願います。　　
著者一同
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     “Twenty years from now, you will be more disappointed by the things you didn’t do 
than by the ones you did. So throw o� the bowlines. Sail away from the safe harbor. 
Catch the trade winds in your sail. Explore. Dream. Discover.”  

Mark Twain
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 Expand your vocabulary 
1  音声のあとについて各語の発音練習をし，それぞれを表す日本語を選びましょう。

1.  boarding pass (     ) a.  肌寒い
2.  aisle (     ) b.  隣接した
3.  overhead (     ) c.  頭上の
4.  airsick (     ) d.  搭乗券
5.  adjacent (     ) e.  飛行機に酔った
6. chilly (     ) f.  （座席間の）通路

2  聞こえてくる日本語を英語にしましょう。　

 Enhance your communication skills  

PART 1
マヤは，アメリカに向かうため国際便に乗り込みました。マヤと客室乗務員の会話で
す。

1  PART 1を聞いて，次の各文の内容が正しければ Tを，間違っていれば Fを選びましょう。

1. Maya is going to be seated close to the window. T / F
2. Maya’s seat is in the front of the cabin. T / F
3. �ere are some vacant seats in the rear of the cabin. T / F

On the Plane
飛行機内にて1

Chapter

1-01
001

1-02
002

1-03
003

マヤは初めて海外英語研修に参加することになりました。日本から目的地に向
かって出発します。
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2  もう一度 PART 1を聞いて，（　　　　）を埋めましょう。

（M : Maya,  F : Flight Attendant 1）

 M : Excuse me. Could you please help me ① (             )(             )(             )?  �is is 

my ② (             )(             ).
 F : ③ (             ), ma’am.  Your seat is ④ (             ), the window seat 2 .  It’s right 

down this ⑤ (             ).   
 M : �ank you. 
 F : You’re welcome.  It’s in the ⑥(             ) of the cabin on the ⑦ (             )(             ).
 M : I see.  Could you help me put my bag in the ⑧ (             )(             ) 3 , please?
 F : Of course.   
 M : �ank you very much.
 SHORTLY AFTER THE PLANE TAKES OFF    

 M : Excuse me. I’m feeling a bit airsick 4 . 
 F : Oh, sorry to hear that, ma’am. 
 M : Would it be OK for me to  ⑨ (             )(             ) somewhere?  
 F : Yes, there are some adjacent seats that are not taken at the ⑩ (             ) of the 

cabin. I’ll take you there.
 M : �at’s very kind of you. �anks.

3  音声のあとについてリピートしましょう。

4  マヤの部分の音声が抜けています。マヤになって発話しましょう。

5  客室乗務員の部分の音声が抜けています。客室乗務員になって発話しましょう。 

6  ペアになってロールプレイをしましょう。

1-03
003

1-03
003

1-04
004

1-05
005

1  「客室乗務員」のこと。cabin attendant とも言う。
2  「窓側席」のこと。「通路側席」は aisle seatと言う。
3  「座席上部にある荷物を入れる棚」のこと。Would/Could you help me with my bag? など
とも言える。ジャケットなどは預けることもできる。

4  「飛行機酔い」は airsickness あるいは motion sicknessと言う。
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PART 2 マヤは客室乗務員に何か頼んでいます。

1   　　　　 部分を正しい順序にし，文を完成させましょう。

 
 MAYA CHANGES SEATS AND LIES DOWN    

 F : How are you feeling?① (something / I / get / drink / to / shall / you)?
 M : Yes, could I have a glass of orange juice, please 5  ?
 F : Sure.
 M : And I feel a little chilly. ② (wonder / I / bring / blanket / you / me / could / 

another / if )?
 F : OK. I’ll be right back. ...  Here you are, some orange juice and a blanket. 
 M : Great! �ank you very much. 
 F : My pleasure. �at’s what I’m here for.  ③ (me / if / you / know / else / need / 

let / anything).
 M : OK, thank you.
 
2  音声のあとについてリピートしましょう。

3  マヤの部分の音声が抜けています。マヤになって発話しましょう。

4  客室乗務員の部分の音声が抜けています。客室乗務員になって発話しましょう。 

5  ペアになってロールプレイをしましょう。

5  機上では，beverage（水以外の飲み物）は原則無料であるが，国内線やアメリカ系の航空
会社ではアルコール類は有料である。ただし，格安航空会社ではすべての beverageが有
料である。また機内は気圧の加減で酔いが回りやすい。
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 Elevate your knowledge 
国際線は飛行が長時間に及ぶので，体調変化などを含むさまざまな状況が起こりえます。下記は，
渡航時に機内で発生することがある症状とそれを防ぐための留意点です。

1  次の英文を読み，適切な語を下から選び（　　　　）部分を埋めましょう。

Air travel is ① (            ) to anyone traveling ② (            ). �is is 

particularly true for students ③ (            ) in overseas English programs. 

Although ④ (            ) o�er di�erent seating categories, students usually �y 

economy to get to their  ⑤ (            ). In the case of ⑥ (            ), many 

passengers today show some ⑦ (            ) about “economy class syndrome”. 

In order to ⑧ (            ) its e�ects, they should wear loose clothing, do some 
exercise, and drink plenty of water on an airplane.

選択肢   airlines   |   destinations   |   concern   |   essential   |   counterbalance   |   
 long distances   |   long haul �ights   |   participating

「エコノミークラス症候群」の正式名は「深部静脈血栓症」（deep vein thrombosis）である。空気
が乾いている飛行機の中で，長時間座席に同じ姿勢で座ったままでいることで，静脈の血が流れにくくな
り血の固まりができる病気。重症の場合は命を落とすこともある。実際にはビジネスクラスやファースト
クラス，また鉄道や車でも起きるため，今では「旅行血栓症」（travel thrombosis）と呼ばれている。

2  完成した英文について下の設問に答えましょう。

1. What kind of seating are students most likely to have on a plane?

  

2. �ese days, what concerns many passengers on long haul �ights?

  

3.  How can passengers prevent “economy class syndrome”? 

  

3  全文を聞いてシャドーイングしましょう。

4  聞こえてくる 3つのセンテンスをリピートし覚えましょう。

1-09
009

1-10
010
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 Expand your vocabulary  
1  音声のあとについて各語の発音練習をし，それぞれを表す日本語を選びましょう。

1.  last (     ) a. 締める
2.  fasten (     ) b. 控える
3.  in accordance with (     ) c. 延期する
4.  refrain (     ) d. 続く
5.  postpone (     ) e. 開始する

6.  commence (     ) f. ～に従って

2  聞こえてくる日本語を英語にしましょう。　

 Enhance your communication skills  
機内ではパイロットや客室乗務員などから，さまざまなアナウンスがあります。マヤが搭乗中の
飛行機でもアナウンスがありました。
1  アナウンスを聞いて，次の各設問に対する最も適切な答えを選びましょう。

 1. What is the first announcement about?
 a.  It is about a smooth �ight.
 b.  It is about how to use the restroom.
 c. It is about upcoming turbulence.
 d.  It is about a �ight delay. 

 2. How long must passengers remain in their seats?
 a.  For a long time.
 b.  For 15 minutes.
 c.  Until the seat belt sign is turned o�.
 d.  Until another announcement is made. 

 3. According to the second announcement, what will the flight 
attendants be doing shortly?

 a. �ey will be serving dinner.
 b. �ey will be selling duty-free items.
 c. �ey will be seated for their own safety.
 d. �ey will bring pamphlets to passengers.

1-11
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1-13
013
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2  アナウンスをもう一度聞き，抜けている部分を書き取りましょう。

ANNOUNCEMENT BY A FLIGHT ATTENDANT

Ladies and Gentlemen, the captain 1  has informed us that ①                             

                                       which will last for about 15 minutes.  Would you 

please return to your seat, make sure that your seat belt is securely fastened, and 
②                                                     while the “FASTEN SEATBELT” sign is 

on.  In accordance with instructions from the captain, your �ight attendants 

will also take their seats at this time.  We are afraid that ③                                               

                   until after the turbulence has passed.  �ank you.

AFTER THE TURBULENCE

 Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please? ④                             

                                   and you are now free to move about the cabin.  However,

we recommend that ⑤                                                                     while you 

are in your seat.  In a short time, we will be commencing our in-flight sales 

of duty-free items. ⑥                                                                  in your seat 

pocket for details.  �ank you.

3  音声を聞きながらシャドーイングしましょう。　

1  「機長」(chief pilot)のこと。「副操縦士」は co-pilot。

1-13
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