
ECⅠ Lesson 1 Section 1    音読シート 
Class No Name 

★Check Box（音読をしたら✓を書こう） 
          

 
No Japanese English 日 →

英 
1 Words are words / and pictures are pictures. ことばはことばだ / そして絵は絵だ  

2 
 

Most of our information comes from words. 私たちの情報のほとんどは / ことばから来て
いる 

 

3 But we are getting more and more information 
/ from little pictures. 

しかし私たちはますます多くの情報を得てい
る / 小さな絵から 

 

4 We call them “pictograms.” 私たちはそれらを「ピクトグラム」と呼ぶ  

5 Language is an important means of 
communication. 

言語はコミュニケーションの重要な手段だ  

6 You exchange greetings. あなたは挨拶を交わす  

7 At school / you listen to your teachers, / have 
discussions, / and enjoy talking / with your 
classmates. 

学校では / あなたは先生の話に耳を傾ける / 
話し合いを持つ / そしておしゃべりするのを
楽しむ / あなたのクラスメートと 

 

8 At home / you do your homework. 家では / あなたは宿題をする  

9 For all of these activities / you use languages. これらの活動すべてのために / あなたは言語
を使う 

 

10 Yet, / there is another important means of 
communication. 

けれども / コミュニケーションのもう一つの
重要な手段がある 

 

11 Look around carefully, / and you will notice lots 
of pictograms. 

周りを注意してみなさい / そうすればあなた
は多くのピクトグラムに気づくだろう 

 

12 Take a look at the following. 下記のものに目を通しなさい  

13 Even little kids may know them. 幼い子どもたちでさえそれらを知っているか
もしれない 

 

14 The one on the left / shows an emergency exit. 左のものは / 非常口を示している  

15 The one on in the middle / shows a restroom. 真ん中のものは / トイレを示している  

16    The one on the right / shows an escalator. 右のものは / エスカレーターを示している  

 



ECⅠ Lesson 1  Section 2 

Class No Name 
★Check Box（音読をしたら✓を書こう） 

          

 

No Japanese English 日→

英 
1 Pictograms are often used in public places. ピクトグラムはしばしば公共の場で使わ

れる 
 

2 
 

Why do people use pictograms / instead of words / 
such as “emergency exit,” / “restroom,” / or 
“escalator?” 

なぜ人々はピクトグラムを使うのだろう

か / ことばの代わりに / 「非常口」のよう

な / 「トイレ」/ または「エスカレーター」 

 

3 Aren’t words better than pictograms? ことばの方がピクトグラムより優れてい

るのではないのか 
 

4 Pictograms are used / for at least two reasons. ピクトグラムは使われる / 少なくとも二

つの理由で 
 

5 First, / you can usually guess their meanings / just 
by looking at them. 

第一に / あなたは普通はその意味を類推

できる / それらをただ見るだけで 
 

6 However, / you cannot understand words / if you 
don’t know the language. 

しかし / あなたはことばを理解すること

はできない / もしあなたがその言語を知

らなければ 

 

7 For this reason, / pictograms are used at 
international airports. 

この理由で / ピクトグラムは国際空港で

使われる 
 

8 Second, / you can quickly recognize pictograms / 
even if they are far away / because of their simple 
design and bright colors. 

第二に / あなたはピクトグラムをすぐに

認識できる / たとえそれらが遠くにあっ

ても / それらのシンプルなデザインと鮮

やかな色のために 

 

9 For this reason, / they are used on roads. この理由で / それらは道路で使われてい

る 
 

10 Take a look at these road signs: これらの道路標識に目を通しなさい  

11 These are not used in Japan, / but you can easily 
guess their meanings: 

これらは日本では使われていない / しか

しあなたはそれらの意味を容易に推測で

きる 

 

12 “Drawbridge ahead,” / “Watch out for kangaroos,” 
/ and “Roundabout ahead.” 

「この先、はね橋」/「カンガルーに注意」

/そして「この先、環状交差点」 
 

 

 



ECⅠ Lesson 1  Section 3 
Class No Name 

★Check Box（音読をしたら✓を書こう） 
          

 
No Japanese English 日 →

英 
1 People from different cultures / can usually 

understand pictograms easily. 
異なる文化出身の人々は / ふつうはピクトグラ
ムを容易に理解できる 

 

2 
 

But sometimes / they find pictograms 
confusing. 

しかし時に / 彼らはピクトグラムが紛らわしい
と思う 

 

3 Look at this pictogram: このピクトグラムを見なさい   

4 It tells different people different things. それは異なる人々に異なることを語る  

5 Maybe this man is cleaning a landslide. もしかするとこの男性は崩れた土砂を片付けてい
る 

 

6 Maybe he is opening an umbrella / on a 
windy day. 

もしかすると彼は傘をさそうとしている / 風の
強い日に 

 

7 Actually, / this man is working on a road. 実は / この男性は道路で作業中だ  

8 This is a pictogram / for “Roadwork ahead.” これはピクトグラムだ / 「この先、道路工事中」
の 

 

9 You can usually get the message from a 
pictogram / as soon as you see it. 

あなたは通常、ピクトグラムからのメッセージを
理解できる / あなたがそれを見ればすぐに 

 

10 But sometimes / you have to learn the 
meaning of a pictogram, / just like you learn 
the words of a foreign language. 

しかし時々 / あなたはピクトグラムの意味を学
ばなければならない / ちょうどあなたが外国語
の単語を学ぶように 

 

11 Pictograms may never take the place of 
words, / but they are already an important 
means of communication. 

ピクトグラムがことばに取って代わることは決し
てないかもしれない / しかし、それらはすでに重
要なコミュニケーション手段だ 

 

12 Some people are making full sentences / and 
even telling stories / with pictograms. 

ある人たちは、丸ごと文章を作っている / そして
物語を語ってさえいる / ピクトグラムで 

 

13 A famous Chinese artist / wrote the following 
“sentence.” 

ある有名な中国人アーティストが / 以下の「文」
を書いた 

 

14 Can you read it? あなたはそれを読めるか  

15 Will pictograms eventually take the place of 
words? 

ピクトグラムはゆくゆくはことばに取って代わる
だろうか 

 

16 Will they be the language of future? それらは未来の言語になるだろうか  

17 What do you think? あなたはどう考えるだろう  

 


