
音読問題１

If you are struggling to find great travel deals this holiday, visit 
specialholiday.com to see our offer. It is always frustrating when things 
don’t go according to the plan. Unlike other travel websites, we provide 
easy yet comprehensive travel solutions making your holiday stress free. 
We optimize flights, hotels, and regional tours around the world to 
make your ideal holiday come true. 

日本語訳：

この休暇でお得な旅行情報を見つけるのに苦労しているなら、specialholiday.comにアク
セスし、私たちのオファーをご覧ください。計画通りに進まない時はいつもイライラして
しまいます。他の旅行サイトとは異なり、私たちは簡単で包括的な旅行ソリューションを
提供し、休暇をストレスフリーなものにします。世界中のフライト、宿泊先、地域のツ
アーを最適化し、理想的な休日を実現します。

音読ポイント：

/ 息の引き継ぎや意味の区切り
下線：音の繋がり 太字：アクセント

If you are struggling/ to find great travel deals this holiday,/ visit 
specialholiday.com/ to see our offer. It is always frustrating/ when 
things don’t go/ according to the plan. Unlike other travel websites,/ we 
provide easy/ yet comprehensive travel solutions/ making your holiday 
stress free. We optimize flights, hotels, and regional tours/ around the 
world/ to make your ideal holiday come true. 

(注）”flights, hotels., and regional tours”のように単語が並列に並べられている部分は、基
本的に各単語の頭に強目のアクセントをおき、”flights, hotels”は語尾を上げ、”regional
tours”の語尾は下げること。

elfin
ハイライト表示



音読問題２

When you need a ride in the Lake Marywood area, Marywood Transport 
is the best way. We offer convenient service every day to anyone who 
needs a ride. More and more people are using Marywood Transport for 
shopping, work, and medical appointments. The service is available 
from $4 per mile. If you sign up now, you will get a $10 discount for the 
next ride. We guarantee your safe ride and satisfaction. 

日本語訳：

メアリーウッド湖エリアでの乗車が必要なら、メアリーウッドトランスポートが最適で
す。 乗車が必要な方には、毎日便利なサービスをご用意しております。 ますます多くの
人々が買い物、仕事、そして医者にかかるためにメアリーウッドトランスポートを利用し
ています。 このサービスは1マイルあたり4ドルからご利用いただけます。 今すぐサイン
アップすれば、次の乗車で10ドルの割引を受けられます。 お客様の安全な乗り心地と満
足を保証いたします。

音読ポイント：

/ 息の引き継ぎや意味の区切り
下線：音の繋がり 太字：アクセント

When you need a ride/ in the Lake Marywood area,/ Marywood 
Transport is the best way. We offer convenient service/ every day/ to 
anyone/ who needs a ride. More and more people are using Marywood 
Transport/ for shopping, work, and medical appointments. The service 
is available/ from $4 per mile. If you sign up now,/ you will get a $10 
discount/ for the next ride. We guarantee your safe ride/ and 
satisfaction. 

(注1）”shopping, work, and medical appointments”のように単語が並列に並べられてい
る部分は、基本的に各単語の頭に強目のアクセントをおき、”shopping, work”は語尾
を上げ、”medical appointments”の語尾は下げること。

(注2）価格の読み方
$4 = four dollars、$10 = ten dollarsとなる。ちなみに$1 = one dollar、
$100 million = one hundred million dollarsとなる。  
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