Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト
Unit 2

２０１ ７

[3]

From the Other Side of the Earth

Read and Think

1

教科書２６ページ
【１】新しい単語

new words

been

ビーン

be の過去分詞

produce(s)

プラデュース

～を生ずる、産出する

percent

パセン

パーセント

huge

ヒゥージ

巨大な

classroom

クラスルーム

教室

the Amazon

ð イ アマザン

アマゾン川

rain forest

レインフォーリスト

熱帯雨林

oxygen

アクスィジャン

酸素

look like

ルックライク

～のように見える

【２】内容読解

Look at this picture. It looks like the sea, doesn’t it? Actually, it’s a river, the
Amazon. It’s the largest river in the world.
The Amazon has been important to Brazil for many years.

① Its water power

produces about eighty percent of Brazil’s electricity.
② The Amazon has been helpful to everyone here, too.

It runs through a huge

rain forest. That forest produces about twenty percent of the world’s oxygen.
oxygen in this classroom may come from Brazil!
《第１段落》
(1) 教科書の写真は何に見えると言っているか？
(2) 実はそれは何であるか？
(3) それはどのくらい大きいのか？
《第２段落》
(4) The Amazon はブラジルにとってどうなのか？
(5) その理由を、下線部①は何を指しているかを考えながら説明しなさい。
《第３段落》
(6) 下線部②はどの文と対比させているか？また、なぜこのようなことが言えるのか？
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【３】本文の訳

Look at this picture.

この写真を見てください。

It looks like the sea, doesn't it?

それは海のように見えますね。

Actually, it's a river, the Amazon.

実は、それはアマゾンという川なんです。

It's the largest river in the world.

それは世界で最も大きな川です。

The amazon has been important to Brazil アマゾン川はブラジルにとってずっと大切でした
for many years.

長い間。

Its water power produces

それの水力は生み出します

about eighty perecnt of Brazil's electricity. ブ ラジルの約８０パーセントの電力を。
The Amazon has been helpful

アマゾン川はずっと役に立ってきました

to everyone here, too.

ここにいるみなさんにも

It runs through a huge rain forest.

アマゾン川は巨大な熱帯雨林を通ります。

That forest produces

その森は生み出します

about twenty percent of the world's oxygen. 世界の約２０パーセントの酸素を。
The oxygen in this classroom

この教室の酸素は

may come from Brazil!

ブラジルから来ているかもですね！

【４】発音

Look at this picture. It looks like the sea, doesn't it?
ピクチャ

ルックスライク スィー

Actually, it's a river, the Amazon. It's the largest river in the world.
アクチュアリ
リバー
ハウ ディッジュー ノウン ð アト
The amazon has been important to Brazil for many years.
ハズビーン

Its water power
ウォーター パウアー

インポータント

ブラズィル

メニ イヤーズ

produces about eighty perecnt of Brazil's electricity.
プラデュースィズ

パセント

イレクトゥリスィティ

The Amazon has been helpful to everyone here, too.
ハズビーン

ヘルプフル

エブリワン ヒア

It runs through a huge rain forest. That forest produces about twenty percent of the
ランズ · ルー
ヒュージ レイン フォリスト
プラデュースィズ
world's oxygen. The oxygen in this classroom may come from Brazil!
ワールズ アクスィジャン

アクスィジャン

メイ

【５】単語の練習
(1) ～のように見える★(2) (

) (2) 最も大きい★(2) (

)

(3) 重要な★

) (4) 長い間★(3)

(

)

(

)

(5)

役に立つ★

(
(

(7) (川などが)流れる ★ (
(9)

～かもしれない★

(

) (6)

みんな★

) (8) ～の中を(通って)★(
)
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【６】《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおして、教科書でチェックしよう。
(1) この写真を見てください。

Look at this (

).

(2) それは海のように見えますね。

It (

)(

) the (

), doesn't it?

(3) 実は、それはアマゾン川という川なのです。

Actually, it's a (

), the Amazon.

(4) それは世界で最も大きな川です。

It's (

)(

) river in the (

).

(5) アマゾン川は長い間、ブラジルの人にとってずっと大切でした。

The Amazon (

)(

)(

) to Brazil for many years.

(6) それの水力はブラジルの電力の約８０％を生み出します。

Its (

) power produces about eight percent of Brazil's electricity.

(7) アマゾン川はここにいる皆さんにもずっと役に立ってきました。

The Amazon (

)(

) helpful to everyone here, too.

(8) それは巨大な熱帯雨林の中を通って流れています。

It (

)(

) a huge rain forest.

(9) その熱帯雨林は世界の酸素の約２０％を生み出しています。

That forest produces about twenty percent of the (

) oxygen.

(10) この教室の酸素もブラジルから来ているかもしれません！

The oxygen in this (

)(

) come from Brazil!

【７】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。
(1) 私はあなたが去ってからずっと悲しいです。

(2) １週間ずっと曇りです。

【８】look like ＋名詞

と

look ＋形容詞 の違いに注意

(1) 君は女の子みたいだね。

You (

).

(2) 私たちは姉妹のように見える。

We (

).

(3) 彼は若く見える。

He (

).

(4) これはおいしそうに見える。

This (

).
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確認テスト

３分
教科書２６ページ
３年９組（

【１】日本語の意味に合うように(

）番

氏名（

）

)に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) この写真を見てください。

Look at this (

).

(2) それは海のように見えますね。

It (

)(

) the (

), doesn't it?

(3) 実は、それはアマゾン川という川なのです。

Actually, it's a (

), the Amazon.

(4) それは世界で最も大きな川です。

It's (

)(

) river in the (

).

(5) アマゾン川は長い間、ブラジルの人にとってずっと大切でした。

The Amazon (

)(

)(

) to Brazil for many years.

(6) それの水力はブラジルの電力の約８０％を生み出します。

Its (

) power produces about eight percent of Brazil's electricity.

(7) アマゾン川はここにいる皆さんにもずっと役に立ってきました。

The Amazon (

)(

) helpful to everyone here, too.

(8) それは巨大な熱帯雨林の中を通って流れています。

It (

)(

) a huge rain forest.

(9) その熱帯雨林は世界の酸素の約２０％を生み出しています。

That forest produces about twenty percent of the (

) oxygen.

(10) この教室の酸素もブラジルから来ているかもしれません！

The oxygen in this (

)(

) come from Brazil!

／１９点
【２】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。
(1) 私はあなたが去ってからずっと悲しいです。

(2) １週間ずっと曇りです。
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