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教科書 English Sightseeing 解答及び解説
Unit 1
a myth, mythology（総称）

１ 神話

relics, remains, ruins

２ 遺跡
３ 名所旧跡

places of scenic beauty and historical interest, classic ground,

places of historic associations などの表現がある。名所の表現とし
て places of interest, noted places of interest がすでに定着して

いるため、旧跡をどのように表現するかがひとつのポイント。
intangible cultural asset, intangible cultural properties

４ 無形文化財

有形文化財は tangible cultural asset (properties)となる。
Cultural Medal

５ 文化勲章
６ 人間国宝

a living national treasure 国宝 national treasure

７ 文化交流

cultural exchange

８ 文化生活

civilized life, cultural life
entertainment, performing arts

９ 芸能

entertainment には「娯楽」「演芸」の意味がある。performing arts とする
と演劇、演芸等、芸術的なものをイメージさせ、かつ、「演じる」
というニュアンスも含まれることとなる。
10 書道

calligraphy

11 気候

climate 長期間にわたるもの

12 天候

weather 短期間のもの

13 天気予報

weather forecast

14 気温

temperature

15 摂氏

centigrade, Celsius

16 華氏

Fahrenheit ファーレンハイト度での人間の平熱が 98.6 度であることは
よく知られていて、体温が華氏 100 度以上になると治療が必要とさ
れる。

17 湿度

humidity

18 梅雨

rainy season, wet season

19 台風

typhoon

20 集中豪雨
21 地震

local downpour, local severe rain, localized torrential rain
earthquake
quake は「揺れ」の意味
magnitude は「地震の規模」（Richter scale による）

22 日照り続き

a long spell of dry weather, drought

23 天災

a natural calamity, disaster

24 洪水

flood

25 竜巻

tornade

26 海峡

strait

27 半島

peninsula

28 湾

bay, gulf

29 平野

plain

30 盆地

basin

31 峡谷

gorge, ravine, canyon

32 運河

canal

33 有料道路

a toll road

参考:有料道路区間 toll road section

34 国定公園

quasi-national park

quasi は「準」の意味。

national park は国立公園。
・国定公園 国が指定して、都道府県が管理する。
・国立公園 国が指定して、国が管理する。
35 都庁

the Tokyo Metropolitan Office, the Metropolitan Office
the Tokyo Metropolitan Government , the Metropolitan
Government 建物を言う場合にはうしろに building をつける。

36 国会議事堂

the National Diet Building

37 衆議院

the House of Representatives

38 参議院

the House of Councillors

39 最高裁判所

the Supreme Court
高等裁判所 the High Court

参考

地方裁判所 the District Court
家庭裁判所 the Family Court
the Domestic Court
40 警視庁

the Metropolitan Police Department
参考

警察庁 the National Police Agency
参考 検察庁 the Public Prosecutors Office

41 外務省

the Ministry of Foreign Affairs = MOFA

42 通産省

the Ministry of International Trade and Industry =MITI
→経済産業省 the Ministry of Economy, Trade and Industry =METI
追加 国土交通省→ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism
追加 観光庁→ Japan Tourism Agency

43 大使館

embassy

44 領事館

consulate

45 自衛隊

the Self Defense Force

46 義務教育

compulsory education

47 生涯教育

lifelong learning

48 文化人類学

cultural anthroplogy

49 考古学

archaeology

50 地理学

geography

Unit 2

51 経済大国

economic power

52

外国為替

foreign exchange

53

国際収支

international balance of payments

54

貿易収支

trade balance, the balance of trade

55

黒字

surplus

56

赤字

deficit

57

円高ドル安

58

輸出

export

59

輸入

import

60

国民総生産 gross national product GNP

strong yen and weak dollar, strong yen against the dollar

→

国内総生産 gross domestic product GDP

61 環境破壊

environmental disruption, environmental destruction

62 大気汚染

air pollution

63 水質汚染

water pollution

64 騒音公害

noise pollution

65 産業廃棄物

industrial waste

66 ゴミ捨て場

a trash dump, a garbage dump, a dumping ground

67 公害対策

antipollution measure

68 住宅問題

the housing problem

69 住宅難

a housing shortage

70 埋め立て地 reclaimed land
71 団地

a housing complex, an apartment complex

72 ベッドタウン a bedroom town, a bedroom community
73 分譲マンション a condominium
74 高層建築

a high-rise building

75 歩行者天国

a vehicle-free promenade

76 終身雇用

lifetime employment

77 失業率

the unemployment rate

78 年功序列制

the seniority system

79 週休二日制

a five-day workweek

80 労働力不足

a labor shortage

81 少年犯罪

juvenile delinquency

82 酪農

dairy farming

83 主食

staple food, principle food

84 加工食品

processed food

85 自動販売機 vending machine

86 平均寿命

average life expectancy, average life span

87 福祉国家

welfare state

88 公共料金

public utility charges

89 消費税

consumption tax

90 所得税

income tax

91 宝くじ

public lottery

92 献血

blood donation, donating blood

93 健康診断

medical examination, physical examination, health check,

medical check, checkup
94 伝染病

contagious disease, infectious disease

95 食中毒

food poisoning

96 検疫

quarantine, medical inspection

97 水族館

aquarium

98 美術館

art museum

99 入場料

admission fee, entrance fee

100 切符売り場

ticket office, ticket booth（劇場の場合 a box office）

Unit 3
101 特急で

by limited express 急行で by express 普通(電車)で by local

102 船で

by ship

103 歩いて

on foot

104 友達の車で

in a friend’s car

車で by car

105 団体で

in a group

106 単独で

independently

107 速達で

by express, by special delivery by express は急行での意味もある

108 書留で

by registered mail

109 公衆電話でから

from a public telephone

110 長距離電話をする make a long-distance call
111 電話を切る

hang up

112 電話を～につなぐ put… through to～, connect…with～
113 間違い電話をする have a wrong number, call a wrong number
114 電話を切らずにそのまま待つ hold on
115 市内通話をする make a local call
116 伝言する

leave a message

117 救急車を呼ぶ

call an ambulance

118 指名通話をする make a person-to-person call

119 番号通知をする make a station-to-station call
番号通知 number notification, number notice, call ID display
番号非通知 non-disclosed caller ID
120 話し中である

the line is busy

121 道に迷う

get lost, lose one’s way

122 横断歩道をする cross（at) a pedestrain crossing, cross (at) a crosswalk
zebra crossing (イギリス英語）
123 間違った方向に行く go in the wrong direction
124 まっすぐ行く

go straight, go ahead

125 交差点で右／左折する turn right/left at an intersection
turn right/left at a crossing

Unit 8
grounds 敷地、area 面積、acre 4070 平方メートル、a series of 一連の、site 敷地、a feudal
lord ある大名（具体的には太田道灌）、fortress 砦・要塞、headquarters 本拠地、本部、
serve as～ 役立つ、administrative 行政上の・管理上の、rename 新たに命名する、
present 現在の、residence 住居、after six years of work 6 年がかりで
訳：皇居は東京の中心部に位置している。約 250 エーカーの面積をもった皇居の敷地は一
連の堀と古い石垣によって囲まれている。皇居の敷地には 1457 年にある大名によって建
てられた城が以前あった。江戸城と呼ばれた砦は 1603 年から 1867 年まで日本の行政上の
中心として役立った徳川幕府の本拠地となった。城が建っていたその都市、すなわち江戸
は明治天皇が京都から東京へ移った 1868 年に東京と新たに命名された。明仁天皇（今上
天皇）の現在の住居は 6 年がかりで 1968 年に建設された。皇居の内部の敷地は正月と天
皇誕生日の 12 月 23 日だけは一般に公開されている。
※実際の東京遷都は 1869 年のことですが、法令として東京遷都令は発令されていないよ
うです。天皇が居住するところが都（首都）となる慣例から現在は東京が日本の首都とし
て認知されていることになります。
Translate the following into English
本文に類似する英文があるので、それを参考にして英作文をしてください。以降同じとな
ります。
英作１
本文１行目から３行目を参考にしてください。
主語 皇居

述部 囲まれている
・皇居 the Imperial Palace
・～に囲まれている be surrounded by
・一連の～a series of
・濠と古い石垣 moats and ancient stone walls
英作２
本文の３行目から４行目を利用して下さい。
中心にある文は「その敷地には城があった」。まずこの文を書いてみてください。
・昔、以前は（副詞）
本文 3 行目の formerly を利用。in former days, in ancient times, in old times などの表現
もある。
・その敷地
the site 前の文からの流れを考えると the palace site とすると丁寧な表現
・大名が建てた城→「大名によって建てられた城」とするとうまくつなげることができる。
大名の名前がはっきりわからない場合には a をつけるとよい。
・15 世紀の中頃に
in the middle of the 15th century
in the mid-15th century
英作３
この問題は本文に該当する箇所がありません。以下はヒントです。
中心になる文章は「徳川幕府は続いた」となるため、この文章を英語にしてみます。それ
から修飾語句を挿入してみましょう。
・徳川幕府 The Tokugawa Bakufu とするよりも、The Tokugawa Shogunate の方がよ
り英語の表現になります。
・続く（持続する） last
sustain, maintain,などもあります。continue は使い方に注意が必要かもしれません。
continue to do 断続的な場合が多い。
continue～ing 一つの行動（行為）を持続している場合が多い。
・２世紀半以上 ～以上 more than～,over
→ ２世紀半は「２と半世紀」を英語にする考え方となります。
１． The Imperial Palace is surrounded by a series of moats and ancient stone walls.
→ old stone walls としてよいかもしれません。

２ The (palace) site was formerly a castle built by a feudal lord in the middle of the
15th century.
２ 別解答
In ancient times at the site there used to be a castle built by a feudal lord in the middle
of the 15 th century.
２ 別解答の解説
there used to be

「以前、～があった」と言う状態を表現する場合にはこうした構文も

利用できます。
３ The Tokugawa Shogunate founded by Shogun Ieyasu lasted more than (about) two
and a half centuries.

Unit 9
souvenir store おみやげ店、below the sea level 海面下、Sensoji Temple 浅草寺、
the Asakusa Kannon Temple 浅草観音、the Deit of Mercy 慈悲の仏、donation 寄付
devout 信者、lantern 提灯、stone-paved walk 石畳みの歩道、lead to～ ～に出る、
main temple 本殿、be lined with～ ～並んでいる、stall 屋台・露店、Matsuya Department
Store 松屋百貨店、house 提供する・収容する、terminus 終着点・発着点
訳：浅草は昔の東京の色調と雰囲気をたくさん失わずにもち続けている。この地域にはた
くさんの食事処、演芸場、お土産屋があるが、昔は海面下であったが、浅草観音寺として
もっと人気のある浅草寺周辺で発展した。この寺は観音、すなわち慈悲の仏が本尊だ。1958
年に完成した現在の本殿は、もともとの本殿を作り直したものであり（復元したものであ
り）、国中の信者からの寄付で建立された。中央に下がっている巨大な提灯のある赤い門
は雷門で、本殿に出る石畳の歩道には様々な品物を売っている（提供している）店や露店
が並んでいる。近隣の松屋百貨店には日光行の東武鉄道の発着場もある。
Translate the following into English
英作１
本文の 5 行目から 6 行目の文章を参考にする 。「寺の本尊は～である」＝dedicated to で
表現する。
外国人への配慮
ただ「観音」（Kannon)としても伝わらないので、工夫して下さい。
英作２
本文の６行目～７行目を参考にする。「昔のものをそっくりそのまま作り直した物」➔「複

製、復元物」➔英語で replica を使用する。
「現在の」と言う形容詞は６行目にもあるように、the present を使用する。副詞で表現す
るなら now で表現できる。
copy は紙、文章、印刷物に対して使用する例が多い。ここでは立体物であることもあり、
replica がもっともしっくり来る。
英作３
本文の 11 行目から 13 行目あたりを利用する。出題文を少し変えて考えてみる。
「この道は私を本殿に導いてくれますか」 主語は「この道」となります。
１ This temple is dedicated to Kannon or the Deity of Mercy.
「観音」は or 以下で言い換えないと内容が伝わらない。
別解答参考
Kannon or the Deity of Mercy is enshrined in this temple.
使う動詞により主語が異なるので注意して下さい。
２ The present main edifice is a replica of the original one.
main temple でもよい。
imitation は小さなものの複製のイメージが強い。
別解答あり
２ The present main temple is a replica of the original one.
３ Does this road (street) lead (me) to the main hall of the temple?
別解答あり
３ Will this road (street)take me to the main to the main hall of the temple?
if を使用した場合には、「もし私がこの道を進めば、私は本殿に行けますか」という文を
英文にすることになる。
If I go this way, can I go to the main hall of the temple?
if を使用した場合には、「もし私がこの道を進めば、私は本殿に行けますか」という文を
英文にすることになる。

Unit 10
Dedicated to Ieyasu Tokugawa = Though it is dedicated to Ieyasu
Tokugawa 分詞構文（接続詞と共通する主語の省略して、～ing で始めると、Being
dedicated to～。慣例により Being は省略する。よって、Dedicated to～で始まる）

tomb 墓、is located 位置する、sanctuary 聖域、奥の院
founder 設立者、deify 神として祭る、according to ～に応じて
deification of heroes 英雄神格化、construction 建設、建立
shrine 神社、宮→the Shrine ここでは日光ということで限定され、その上に大文字で固有
名詞化されている場合には東照宮として訳してよいだろう。東照大権現は徳川家康を祭
る神社。
It is said to ～ ～と言われている・～だそうだ（断定できない場合）
after two years of work 2 年がかりで、decoration 装飾、
numerous たくさんの、elaborate 精巧な、見事な、
carvings 彫刻、register 登録する、the beauty 美
the +形容詞で抽象概念や集合名詞を表すことがある。
→ the young 若者、the dead 死者、the rich 金持ち
national treasure 国宝、
important cultural asset 重要文化財
訳：徳川家康が本尊であるが、霊廟としてよく知られている。なぜなら、家康の墓は奥の
院のうしろに位置している。17 世紀初頭江戸幕府の設立者の家康は、「英雄神格化」とい
う神道の思想（考え）に応じて神として祭られた。彼の孫、三代将軍家光は神社（お宮）
の建設を命じた。一日平均して 9000 人が働いて 2 年がかりで 1636 年に完成したと言われ
ている。様々な大きさと形の 23 の建物が山の斜面に巧みに配置されている。たくさんの
見事な彫刻と共に建物の大量の金箔の装飾は東照宮の美を増強している。それらは国宝あ
るいは重要文化財として登録されている。
1

The shrine is said to have been completed after two years of work.

2

A number of elaborate carvings enhance the beauty of the shrine.
A number of elaborate carvings increase the beauty of the shrine.
Numerous elaborate carvings enhance (increase) the beauty of the shrine.

3

There are many works of art designated as national treasures or
important cultural assets in Nikko.
There are a lot of works of art designated as national treasures or
important cultural properties in Nikko.
There are で始まる場合には a lot of がよく使用されるが、works of art
と of がまた使用されるため、many の方が形はよいかもしれない。

Unit 11
be known as ～として知られている。
off 離れて、ここでは沖
as if ～あたかも～
float 浮く
patron deity 守り神、氏神
seaman 船乗り
the Taira clan 平氏一族
structure 建築物
retain 保持する、維持する
typical style 典型的な様式
shrine architecture 神社建築
本文訳：宮島（文字通りお宮の島（神社の島）は日本の名所のひとつである。それはまた、
厳島とも呼ばれ、広島湾沖 2 キロの海から出ている大きな鳥居神社と鳥居が高潮（満ち潮）
の間は海上にあたかも浮いているかのように見える。伝説によれば、それは須佐之男命の
女神と２人の妹を祭るために 6 世紀の終わり近くに建てられた。船乗りの守り神であるその神
社は、盛隆を究めた平氏一族の守護神として 12 世紀の終わりに平清盛によって現在の様式に
建築された。その建築物は今でも 12 世紀の神社建築の典型的な様式を維持している。

祭神は以下の 3 柱で、宗像三女神（むなかたさんじょじん）と総称される。
市杵島姫命 （いちきしまひめのみこと）
田心姫命 （たごりひめのみこと）
湍津姫命 （たぎつひめのみこと）
1

Miyajima is one of the most scenic spots in Japan.

2

It looks as if the shrine and the tori were floating on the sea during high tide.

3

The Itsukusima Shrine retains the typical style of shrine architecture of the Heian
period.

3

The Itsukusima Shrine retains the typical style of the Heian period shrine
architecture.

3

The Itsukusima Shrine retains the typical style of shrine architecture of the Heian
period.

Unit 12
cast 鋳造する
request 要請
tidal wave 津波、高波
metric ton 重量単位で 1000 キログラムと同価
brow まゆ
emission 放射
enlighten 啓蒙する、教化する
represent 表す、表現する
a work of art 芸術作品
superior to～ ～にまさる
counterpart 相当物、対応するもの
本文訳：鎌倉の大仏は将軍頼朝（源頼朝）の要請で 1252 年に鋳造された。これは諸尊の
ひとつ、阿弥陀如来の青銅像である。それは以前は印象的に木造で安置されていた。しか
し、15 世紀後半嵐にて損害を受けた。その大仏は今まで野外で残されている。高さ 11.5
メートル、重さ 122 トン。まゆの間の純銀製の突起は世界を啓蒙する（教化する）ために
光（光明）を放射する（照らす）象徴である。手印は人々が阿弥陀如来によって「極楽浄
土」を認められる方法を表している。この大仏は一般的に奈良の対応物（大仏）に優る芸
術作品と考えられている。
1

The Daibutsu ( or the Great Image of Buddha) was cast at the request of
Shogun Yoritomo.

2

The great temple building which enshrined the Daibutsu was carried away by a
tidal wave.
The great temple building which enshrined the Great Image of Buddha was washed
away by tsunami.

3

Buddha also means “an enlightened person”.
Buddha means “an enlightened person”, too.
Buddha stands for “an enlightened person”, too.

Unit13
district 地域、地方、地区
geologically 地理的に
extraordinarily 異常に

caldera カルデラ（火山の活動による出来た大きな窪地）
steep cliff

険しい崖

erupt 噴火する
Mt.Komagatake 箱根駒ヶ岳
Mt.Futago 二子山（上二子山、下二子山）
passage 通路、抜け道
Tokaido Highway 東海道
used to 昔は～していた（ものだ）
Tokugawa Shogunate 徳川幕府
本文訳：箱根は富士箱根伊豆国立公園の３つの地区のひとつである。
箱根は異常に大きな火山内にある一群の火山性の弧峰に限定された
名前である。地理的には険しい崖に囲まれた水ばちのような形の大
きな噴火口であるカルデラが形成され、それからいくつかの比較的
小さな火山がこのカルデラ内で噴火し、駒ヶ岳や二子山のような内
輪の火山を形成していた。芦ノ湖は典型的なカルデラ湖である。高
原や深い渓谷が外輪の噴火口の峰と内輪の火山との間でも形成され
ている。箱根は国際的にも名所とたくさんの温泉で有名である。そ
れ（箱根）は旧東海道の一番困難な経路のひとつであった。そして、
旧東海道では徳川幕府によって建てられた関所が昔はあった。
歌詞：箱根八里
第一章 昔の箱根
箱根の山は、天下の嶮（けん）
函谷關（かんこくかん）も ものならず
萬丈の山、千仞（せんじん）の谷
前に聳（そび）へ、後方（しりへ）にささふ
雲は山を巡り、霧は谷を閉ざす
昼猶闇（ひるなほくら）き杉の並木
羊腸の小徑は苔滑らか
一夫關に当たるや、萬夫も開くなし
天下に旅する剛氣の武士（もののふ）
大刀腰に足駄がけ
八里の碞根（いはね）踏みならす、
かくこそありしか、往時の武士
第二章 今の箱根

箱根の山は天下の岨
蜀の桟道數ならず
萬丈の山、千仞の谷
前に聳へ、後方にささふ
雲は山を巡り、霧は谷を閉ざす
昼猶闇（ひるなほくら）き杉の並木
羊腸の小徑は、苔滑らか
一夫關にあたるや、萬夫も開くなし
山野に狩りする剛毅のますらを
猟銃肩に草鞋（わらぢ）がけ
八里の碞根踏み破る
かくこそあるなれ、当時のますらを
作詞：鳥居忱、作曲：滝廉太郎による日本の唱歌・歌曲。
1

A caldera is a large crater shaped like a basin surrounded by
steep cliffs.

2

Hakone is internationally famous for its scenic beauty and hot
springs.

2 Hakone which is an internationally famous sightseeing spot has scenic beauty and
hot springs.
3

The Tokugawa Shogunate established (built, founded) a number of
barriers (checkpoints) along the major highways and the borders of
local fiefs.

補助教材 解答及び解説
Subject: Inquiry about room rate
To whom it may concern,
I found your web site on the Internet and would like to ( 001 inquire ) about the price
for single room.
I am planning to stay ( 002 around) the middle of August, so it would be nice if you
could inform me whether rooms will be ( 003 available ) during this time.
And do you accept credit cards?
You can either E-mail or Fax your information?
Name:Tarou Komazawa(Mr.)

E-mail:xxxxxx@xxxx
Fax:81-x-xxxxxxxx
Thank you very much.
風呂付き：（ 004 with ）bath／風呂なし：（ 005 without ）bath
禁煙部屋= Non-smoking room
追加項目(必要に応じて追加して下さい)：
朝食付き= Breakfast: ( 006 Included )／朝食なし=Breakfast: ( 007 not )( 008 included)
日本語にあうように英文を完成させなさい。
009 靴は玄関でお脱ぎ下さい。
Please take you shoes ( off ) at the entrance.
010 浴槽の栓は抜かないでくださいね。
Please don’t pull out the ( drain )( plug ) of the bath tub.
011 スリッパで畳の部屋に入らないで下さい。
Please don’t step on the tatami floor with your ( slippers) ( on ).

012 江戸時代から現代に至るまで浅草寺では 12 月 17 日から 12 月 19 日まで「羽子板市」が
開催されている
Since the Edo period ( through ) to modern times, a 'Hagoita Racquet Festival' is ( held )
at the Senso-ji Temple between 17 - 19 December.
013 私は 1990 年東京・浅草生まれ。
I was ( born ) ( in ) Asakusa, Tokyo, ( in ) 1990.
014 浅草はいつもにぎわうところだ。

Asakusa is ( always ) a ( lively ) place.
015 あなたは浅草へ行ったことがありますか？
Have you ( been ) to Asakusa?
016 浅草には見るべき場所が沢山ある。
( There ) are a lot of places that you ( should ) see in Asakusa.
017 浅草は銀座線の終点です。
Asakusa is the ( last ) stop on the Ginza Line.
018 浅草は旅程にははいっていません。
A visit to Asakusa is not ( included ) in the ( itinerary, plan).
019 浅草には外国人観光客が多い。
There are many ( foreign ) ( tourists ) in Asakusa
020 私は毎年浅草寺に参拝しに行きます。
I go to ( pray ) at Asakusa Temple ( every ) ( year ).

021 次の英文を日本語に訳しなさい。 ここは試験に出題しません。
geographic

地理的な、地形的な

gorge

渓谷

breathtaking 息を飲むほどの
undoubtedly

間違いなく、確かに、

inspire 鼓舞する、こころをゆさぶる、心を刺激する
favorite お気に入りの
destination 目的地
日本は周りを太平洋と日本海に囲まれている島国である。
日本独自の地形は、山、川、湖、滝、そして渓谷にから成り立っている。（できている）
これらの特徴に加えて、はっきりとした四つの季節が、日本を息をのむほどに美しい自然が楽し
める、たくさんの景勝地を有する土地にしている。
これらの特徴に加えて、はっきりとした四つの季節が、日本を息をのむほどに美しい自然が楽
しめる、たくさんの景勝地を有する土地にしている。

日本における有名な景勝地と言えば、日本人の多くは、宮城県の松島、京都府の天橋立、そ
して広島県の宮島を間違いなく心に思い浮かべる。
これらの土地は、江戸時代から日本の三大景勝地として認知され、画家や詩人それに作家な
ど多くの芸術家に創造的刺激を与えてきた。
また、これらの場所を題材とした詩や絵画はたくさんある。
今日、これら三大景勝地は、高校お気に入りの修学旅行先であるだけでなく、日本国内およびら
何百万人もの観光客を集めている。

次の日本文に合うように英文を完成させなさい。
022 私たちは先週箱根に行きました。
We went to Hakone ( last )( week ).
023 父は箱根で週末を過ごしている。
My father is ( weekending ) at Hakone.
024 箱根は小田原のどれほど先ですか。
How far is Hakone ( beyond) Odawara?
025 箱根にはもと関所があった。
There ( used ) to be a ( barrier ) at Hakone.
026 私は休暇を箱根で過ごした。
I ( spent ) my ( vacation ) in Hakone
027 私たちは箱根で一泊した。

We stayed ( overnight ) in Hakone
028 東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)が１月２日と３日に行われた。
The Tokyo-Hakone ( collegiate ) ekiden relay race (Hakone ekiden) was ( held ) on Jan.
2 and 3.
029 家族で箱根に旅行に行きます。
I will ( go )( on )( a )( trip ) to Hakone with my family.
030 私たちは本日ゼミ合宿のために箱根に来ています。
We are coming to Hakone today for a ( seminar ) ( lodging ) trip
031 私は箱根にあるホテルの予約を取った。
I made a ( reservation ) for a hotel in Hakone.
032 その地は温泉で有名である。
The place is ( celebrated, famous) for its ( hot )( springs ).

