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Chapter 5  The History of Ice Cream 

普通読み：トラック No.19 

フレーズ読み：トラック No.15 

 

Part 1  まず音声を聞いて，次に声に出して読んでみましょう。 

 

１．このパートは主に何について書かれていますか。タイトルを完成しましょう。 

 タイトル：（         ）のアイスクリーム 

 

２．次の質問に答えましょう。 

① 古代のアイスクリームはどのようなものでしたか。（→教科書） 

② 中国で食べられていたアイスクリームはどのようなものでしたか。 

③ ローマ皇帝ネロは，いつアイスクリームを食べていましたか。（→教科書） 

④ ネロは召使いに何を命じましたか。 

 

３．次の空欄を埋めましょう。 

 古代のアイスクリームは（①      ）に似ていた。およそ紀元前 200 年の中国では，人々はオ

レンジや（②      ）の（③     ）を氷にかけて食べていた。イタリアでは皇帝ネロが

（④     ）のレッスンの合間に特別なごちそうとして食べていた。それははちみつと果汁と木の

実が（⑤     ）と混ぜられた氷菓だった。 

 

４．空欄に語句を書き込み，分からない単語は調べて，単語リストを完成しましょう。 

Ancient Ice Cream 

The history of ice cream 

began in ancient times. 

At that time 

it was more like sherbet 

and eaten as a health food. 

There are many myths about its origin, 

but most historians agree 

that the first ice cream was enjoyed 

in China around 200 B.C. 

There people put orange or lemon juice on ice 

and ate it. 

Later, this custom reached Europe. 

In Italy, the Roman Emperor Nero enjoyed flavored ice 
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as a special treat between his violin lessons. 

He ordered his servants 

to go to nearby mountains to collect some snow 

and quickly run back before it melted. 

The snow was then mixed 

with honey, fruit juices, and nuts. 

 

（①          ）アイスクリーム 

アイスクリームの歴史は 

古代に始まった 

（②          ） 

それは（③                 ） 

そして（④         ）食べられていた 

その起源については多くの説がある 

しかし，ほとんどの歴史家は同意している 

（⑤              ）ということに 

紀元前 200年頃に中国で 

そこでは人々は氷の上に（⑥          ） 

そしてそれを食べた 

後に，この習慣が（⑦            ） 

イタリアでは，ローマ皇帝のネロが（⑧         ） 

（⑨         ）に特別なごちそうとして 

彼は召使いに命令した 

雪を集めるために（⑩         ）ように 

そして（⑪              ）ように 

その雪は（⑫                ） 

はちみつ，果汁，木の実と 

 

➡日本語から英語，英語から日本語にできるか試してみましょう。 

➡最後に時間を計って本文を読んでみましょう。   分   秒 

 

ancient ①（形） 

began ②（動）begin（     ）の過去形 

 →過去分詞は begun 

sherbet （名）シャーベット 

eaten ③（動）eat（      ）の過去分詞 

 → 過去形は ate 

myth （名）説 
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historian ④（名） 

 →history（名）歴史 

B.C. ⑤ 

lemon ⑥（名） 

juice ⑦（名） 

Italy （名）イタリア 

Roman ⑧（形） 

emperor ⑨（名） 

flavor ⑩（動） 

violin ⑪（名） 

servant ⑫（名） 

nearby ⑬（形） 

 → near（形）近い 

melt ⑭（動） 

mix ⑮（動） 

honey ⑯（名） 

nut （名）木の実 
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普通読み：トラック No.20 

フレーズ読み：トラック No.16 

 

Part 2  まず音声を聞いて，次に声に出して読んでみましょう。 

 

１．このパートは主に何について書かれていますか。タイトルを完成しましょう。 

 タイトル：マルコ・ポーロとアイスクリームの（         ） 

 

２．次の質問に答えましょう。 

① 中国の氷菓についてマルコ・ポーロにより記述されたのは，何という書物ですか。また，その氷菓

はどのような経路をたどってイタリアに伝わりましたか。 

② マルコ・ポーロは，いつ誰からアイスクリームの作り方を学びましたか。（→教科書） 

③ ヨーロッパで最初にアイスクリームが有名になった都市の名前を答えなさい。 

④ ₁₆ 世紀がアイスクリームにとって新しい時代と言えるのはなぜですか。（→教科書） 

 

３．次の空欄を埋めましょう。 

 アイスクリームは（①   ）からシルクロードを通って（②    ）に紹介されたという説があ

る。マルコ・ポーロは 24 年かけてアジアを旅行し，（③         ）を中国人から学び，ヨー

ロッパへ持ち込んだ。それがイタリア中に広まった。新しいアイスクリームの歴史は（④   ）に始

まった。塩を加えると水は（⑤           ）という発見が氷菓を長持ちさせた。 

 

４．空欄に語句を書き込み，分からない単語は調べて，単語リストを完成しましょう。 

Marco Polo and a New Era of Ice Cream 

There is a theory 

that ice cream was introduced to Italy 

along the Silk Road. 

We can find 

a description of Chinese iced sweets 

in The Travels of Marco Polo. 

Marco Polo spent 24 years 

traveling around Asia 

with his father and uncle. 

While he was traveling, 

he learned 

how to make ice cream from Chinese people 

and brought the idea back to Europe. 

At first 

it became famous in Venice 
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and then spread throughout Italy. 

A new era of the history of ice cream began 

in the sixteenth century. 

The fact that 

water stays frozen longer 

when salt is added to it 

was discovered. 

Thanks to this discovery, 

iced sweets last longer. 

 

マルコ・ポーロとアイスクリームの新時代 

（①          ） 

アイスクリームはイタリアに（②       ） 

（③           ）を通って 

私たちは見つけることができる 

（④                   ）を 

『東方見聞録』の中に 

マルコ・ポーロは（⑤            ） 

アジア中を旅して回って 

彼の父とおじといっしょに 

彼は旅行中 

教わった 

（⑥                   ）を 

そしてその発想をヨーロッパに（⑦      ） 

（⑧        ） 

（⑨                 ）になり 

それから（⑩                ） 

アイスクリームの歴史の新時代が始まった 

16世紀に 

〜という事実が 

水はより長く（⑪              ） 

塩がそれ（水）に（⑫            ）と 

発見された 

この発見の（⑬               ） 

氷菓は（⑭                 ） 

 

➡日本語から英語，英語から日本語にできるか試してみましょう。 

➡最後に時間を計って本文を読んでみましょう。   分   秒 
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era ①（名） 

theory （名）説 

introduce ②（動） 

silk ③（名） 

description ④（名） 

brought ⑤（動）bring（     ）の過去形 

 → 過去分詞も同形 

became ⑥（動）become（    ）の過去形 

 → 過去分詞は become 

Venice  （名）ベニス 

spread ⑦（動） 

throughout ⑧（前） 

frozen ⑨（動）freeze（    ）の過去分詞 

 → 過去形は froze 

salt （名）塩 

add ⑩（動） 
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普通読み：トラック No.21 

フレーズ読み：トラック No.17 

 

Part 3  まず音声を聞いて，次に声に出して読んでみましょう。 

 

１．このパートは主に何について書かれていますか。タイトルを完成しましょう。 

 タイトル：（         ）そしてアメリカへ 

 

２．次の質問に答えましょう。 

① “Flower of Milk” が紹介されたのは，どのようなときでしたか。（→教科書） 

② “Flower of Milk” とはどのようなものですか。 

③ アメリカ合衆国でのアイスクリームの歴史はいつどのようにして始まりましたか。（→教科書） 

④ 1770 年代に何が起こりましたか。 

 

３．次の空欄を埋めましょう。 

 女王カトリーヌ・ド・メディチの料理人が「ミルクの華」という氷菓子を 1533 年の結婚式に出した。

それは（①     ）と（②     ）と氷を混ぜたものだった。それから様々なアイスクリーム

のレシピが（③     ）とフランスの王室に出された。1700 年代の初めにアイスクリームは

（④     ）に渡り，その国の（⑤    ）に好まれた。最初のアイスクリームの（⑥    ）

は 1770 年代に現れ，1777 年に（⑦    ）市で最初のアイスクリームの店が現れた。 

 

４．空欄に語句を書き込み，分からない単語は調べて，単語リストを完成しましょう。 

To France and America 

At a marriage in 1533 

between the children 

of elite Italian and French families, 

the cooks of Queen Catherine de Medici served 

“Flower of Milk”. 

It was a mixture 

of rich milk, honey, and ice. 

From that time forward, 

various ice cream recipes were served 

to the Italian and French royalty. 

Ice cream probably reached America 

in the early 1700s 

and quickly became a favorite dessert 

of American Presidents. 

George Washington and Thomas Jefferson 
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both enjoyed eating it 

and served it to their guests. 

The first newspaper advertisement for ice cream appeared 

in the 1770s, 

and the first ice cream shop opened 

in New York City 

in 1777. 

 

フランスそしてアメリカへ 

1533年の（①          ） 

子どもたちの間の 

イタリアとフランスのエリート一家の 

女王カトリーヌ・ド・メディチのコックは出した 

「ミルクの華」を 

それは（②         ）だった 

（③    ）と（④    ）と（⑤    ）を 

（⑥           ） 

（⑦               ）が出された 

イタリアとフランスの王族に 

アイスクリームはおそらくアメリカに（⑧        ） 

（⑨              ） 

そしてすぐに（⑩              ） 

アメリカ大統領たちの 

ジョージ・ワシントンとトーマス・ジェファーソンは 

2人とも（⑪                 ） 

（⑫             ）にそれを出した 

アイスクリームの最初の（⑬      ）が出た 

1770年代に 

そして最初のアイスクリーム店は開店した 

ニューヨーク市で 

1777年に 

 

➡日本語から英語，英語から日本語にできるか試してみましょう。 

➡最後に時間を計って本文を読んでみましょう。   分   秒 

 

marriage ①（名） 

elite （形）エリートの 

Italian （形）イタリアの 
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serve ②（動） 

mixture ③（名） 

forward ④（副）  

recipe （名）レシピ 

royalty （名）王族 

favorite ⑤（形） 

dessert （名）デザート 

President ⑥（名） 

guest ⑦（名） 

advertisement ⑧（名） 
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普通読み：トラック No.22 

フレーズ読み：トラック No.18 

Part 4  まず音声を聞いて，次に声に出して読んでみましょう。 

 

１．このパートは主に何について書かれていますか。タイトルを完成しましょう。 

 タイトル：（         ）アイスクリーム 

 

２．次の質問に答えましょう。 

①  昔はどのようにしてアイスクリームが食べられていましたか。（→教科書） 

② ハムウィがアイスクリームをワッフルで包んだのは，いつ，どこの世界博覧会でしたか。 

③ ハムウィはなぜアイスクリームをワッフルで包みましたか。 

④ 筆者は読者にどんなことを勧めていますか。またそれはなぜですか。（→教科書） 

 

３．次の空欄を埋めましょう。 

 アイスクリームは長い間小さな（①       ）で食べられるか，（②     ）に包まれてい

た。1904 年，（③       ）で開かれた世界博覧会で，アイスクリーム屋のお皿が

（④       ）とき，隣でワッフルを売っていたハムウィがアイスクリームをワッフルで包んだ。

そのことがきっかけで（⑤         ）が誕生した。 

 

４．空欄に語句を書き込み，分からない単語は調べて，単語リストを完成しましょう。 

Ice Cream Today 

For a long time, 

ice cream was eaten 

from a small glass, 

or wrapped in paper. 

Later, 

a very important development came: 

the invention of the ice cream cone. 

In 1904, 

at the St. Louis World’s Fair, 

Ernest A. Hamwi was selling waffl es. 

When the ice cream seller 

next to him 

ran out of dishes, 

Hamwi wrapped the ice cream in waffles, 

and the rest is history. 

Now we can enjoy ice cream 

with an edible cone. 



NEW STREAM English Communication Ⅰ 予習ノート文字データ 

There are many types of ice cream. 

Have you ever tried 

wasabi ice cream? 

It may sound terrible, 

but there are even more unusual kinds 

of ice cream 

around the world. 

When you have ice cream next time, 

think about its long history. 

This will add a new flavor 

to your lovely dessert. 

 

（①          ）アイスクリーム 

長い間 

アイスクリームは食べられていた 

小さなガラスコップから 

あるいは，（②                ） 

その後 

あるとても重要な発展が起こった 

それはアイスクリーム・コーンの発明だ 

1904年に 

セント・ルイスの（③         ）で 

アーネスト・A・ハムウィがワッフルを売っていた 

アイスクリーム屋が〜とき 

彼の（④        ） 

皿が（⑤             ） 

ハムウィが（⑥               ） 

そして（⑦                 ） 

今日，私たちはアイスクリームを楽しめる 

（⑧         ）コーンで 

いろいろなタイプのアイスクリームがある 

あなたは（⑨                ） 

わさびアイスクリームを 

それは（⑩                 ） 

しかし，（⑪           ）種類がある 

アイスクリームの 

世界には 

次にあなたがアイスクリームを食べるときには 
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その長い歴史に思いを巡らせてみていただきたい 

新たな（⑫     ）を加えてくれることだろう 

すばらしいデザートに 

 

➡日本語から英語，英語から日本語にできるか試してみましょう。 

➡最後に時間を計って本文を読んでみましょう。   分   秒 

 

wrap ①（動） 

development ②（名） 

invention ③（名） 

cone ④（名） 

St. ⑤（名） 

waffle ⑥（名） 

seller （名）売り手 

ran ⑦（動）run（    ）の過去形 

 → 過去分詞は run 

rest ⑧（名） 

edible ⑨（形） 

type （名）タイプ，型 

sound ⑩（動） 

terrible ⑪（形） 

even ⑫（副） 

unusual ⑬（形） 

flavor ⑭（名） 

lovely ⑮（形） 

 


