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Unit 14 Sports Event スポーツイベント
Expand your Vocabulary
単語を講師と一緒に確認し、単語と例文を口に出して読みましょう。

1. winner

[名] 勝利者、優勝者
[n.] a person who receives a prize for successfully competing against others
in a contest or raffle
e.g. The winner received a cash prize.
優勝者は賞金を受け取りました。

2. athletic

[形] 運動競技の
[adj.] relating to physical fitness such as sports and exercises
e.g. The store sells athletic footwear.
その店は運動競技用の靴を売っています。

3. famous

[形] 有名な
[adj.] well-known by many people; popular
e.g. Angelina Jolie is a famous actress.
アンジェリーナ・ジョリーは有名な女優です。

4. so far
/soʊ fɑːr/

[句] 今までのところ
[phrase] up until this time
e.g. So far, business has been steady.
今までのところ、事業は安定しています。

5. whether
/ˈweðər/

[接] ～かどうか
[conj.] used to show two possibilities
e.g. It's hard to tell whether my boss is happy or not.
上司が喜んでいるのかよくわかりません。

6. put together
/pʊt təˈɡeðər/

[動] （寄せ集めて）～を作る、用意する
[v.] collecting and placing related parts and members together to make
something
※不規則動詞 put – put – put
e.g. Let's put together a team of soccer players.
サッカー選手のチームを作りましょう。

7. reach
/riːtʃ/

[動] （電話などで）連絡する
[v.] to talk to someone, especially by calling
e.g. I tried to reach Mr. Burns but his line was busy.
私はバーンズさんに連絡を取ろうとしましたが、彼は話し中でした。

/ˈwɪnər/

/æθˈletɪk/

/ˈfeɪməs/
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Fill in the Blanks
今回習った単語を使って空欄を埋め、それぞれの文を完成させましょう。
※単語は必要に応じて適切な形に変えて用います。（例：時制）

1.

(So far), the results of the early surveys are good.
今までのところ、初期調査の結果は良いです。

2.

We've (put together) a list of things to do during our vacation in London.
私たちはロンドンでの休暇中にすることのリストを作りました。

3.

The (winners) of the photography contest were invited to the awarding ceremony.
写真コンテストの優勝者たちは表彰式に招待されました。

4.

You can (reach) me at 954-3242.
連絡先は 954-3242 です。

5.

The (athletic) event was held in Bondi Beach, Australia.
運動競技のイベントはオーストラリアのボンダイ・ビーチで開催されました。

6.

The new Chinese restaurant is (famous) for its dim sum.
その新しい中華レストランは点心で有名です。

7.

I don't know (whether) she'll attend the party or not.
彼女がパーティーに参加するかどうか分かりません。
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Role Play and Study Questions
次の会話を講師と一緒に読み、３つの質問に対して適切な答えを選びましょう。
その後、講師と一緒にロールプレイをしましょう。
Sophia is looking for a team player for the company sports event. He asks Mark, a co-worker, if he
could join. Mark tells her his thoughts about joining.
Sophia : Mark, would you like to join the company sports event that we're putting together?
Mark

: Oh, why me? I'm not really athletic. Why not ask Tristan? He was a famous basketball
player in college.

Sophia : I've been trying to reach him, but so far he has not been answering my calls. He must be
busy.
Mark

: I see. Well, I haven't played any sports in a long time. I don't think I'm ready.

Sophia : It doesn't matter whether you've played any sports or not. Other participants aren’t
athletic either. Besides, the winners are going to get a cash prize.
Mark

: Is that so? Okay, I'll join your event then.

問題
Ａ～Ｃより適切な答えを選びましょう。
1. What kind of event is Sophia putting together?
A. A company vacation
B. A company sports event
C. A company basketball game
2. Why is Mark hesitant to join the event?
A. He is going on vacation.
B. He is too busy with work.
C. He does not feel athletic enough.
3. The phrase “whether you’ve played any sports or not” means
A. It does not matter if you have played sports in the past or not.
B. It is required that you have played sports in the past.
C. It is better if you don’t know how to play sports.
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<日本語訳>
ソフィアは会社のスポーツイベントのチームメンバーを探しています。彼女は同僚のマークに参加できるか聞きま
す。マークは参加することに対してソフィアに意見を伝えます。
ソフィア ： マーク、私達が準備している会社のスポーツイベントに参加しない？
マーク

： ええ、なぜ僕なの？僕はあまり運動競技には向いていないよ。トリスタンに聞いてみたら？彼は大学
時代有名なバスケットボール選手だったし。

ソフィア ： 彼に連絡を取ろうとしているんだけど、今までのところ電話にでないの。忙しいんだと思うの。
マーク

： なるほど。うーん、長い間スポーツをやってないから、無理だと思うな。

ソフィア ： スポーツをやってきたかどうかなんて関係ないよ。他の参加者も運動をしてきたわけじゃないし。そ
れに、勝者は賞金がもらえるんだよ。
マーク

： そうなの？わかったよ、それなら君のイベントに参加するよ。

問題
1. ソフィアはどんなイベントを準備していますか？
A. 社員旅行
B. 会社のスポーツイベント
C. 会社のバスケットボールゲーム
2. なぜマークはそのイベントに参加することを躊躇しているのですか？
A. 旅行に行く。
B. 仕事が非常に忙しい。
C. イベントに参加するほど運動が得意ではないと感じている。
3. 本文の、”whether you’ve played any sports or not”の意味は
A. 過去にスポーツをやっていたかどうかは問題ではない。
B. 過去にスポーツをやっていたことが必要である。
C. スポーツのやり方を知らないほうがよい。
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Match and Make a Sentence
次の単語に合う意味をそれぞれ１つずつ選び、その単語を使って自由に英文を作ってみましょう。

単語

意味

1. winner

A. （電話などで）連絡する

2. athletic

B.

有名な

3. famous

C.

今までのところ

4. so far

D. 勝利者、優勝者

5. whether
6. put together

E.

あいにく

F.

（寄せ集めて）～を作る、用意する

G. ～かどうか
7. reach
H. 監督者
I.

運動競技の
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