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

２０１ ７

[4]

From the Other Side of the Earth

Read and Think

2

教科書２８ページ

new words
～を破壊する
destroy(ing)
続く、継続する
continue(ed)
なくなる、消滅する
disappear
大きさ
size
科学者
scientist
植物
plant
心配した、不安な
worried
初等の
elementary
長い間
for long time
【１】新しい単語

ディストゥロイ

・○

カンチニュー

・○・

ディサピア

・・○

サイズ

○

サイアンティス

○・・

プラン

○

ワーリ

○・

エラメンタリ

・・○・・

フォアロンタイ

・・○○

【２】本文の訳

The rain forest of the Amazon
たくさんの特有の動物がいます。
has many unique animals.
この動物たちは長い間ずっとそこで暮らしていた These animals have been there for a long time,
が今すみかを失いつつある。
but they're losing their home now.
人々は熱帯雨林を破壊しているのです。
People are destroying the rain forest.
それは何年もの間続いています。
It has continued for years.
１９７０年代から２０１０年の間
Between the 1970s and 2010,
７４万平方キロメートルの森がなくなりました。 about 740,000 square kilometers of the forest disappeared.
それは日本の面積のほぼ２倍です。
That's almost twice the size of Japan.
ぼくはずっとこの問題を心配しています
I've been worried about this problem
小学校に通っていた頃から
since I was in elementary school.
ぼくは科学者になって何かしたい
I want to become a scientist and do something
アマゾン川の植物や動物のために。
for the plants and animals of the Amazon.
アマゾン川は世界の宝ですから。
The Amazon is a treasure of the world.
アマゾン川の熱帯雨林には

【３】発音

The rain forest of the Amazon has many unique animals.
フォリスタブ

ユニーク

These animals have been there for a long time, but they're losing their home now.
ð イーズ
ルーズィン ð エア ホウム
People are destroying the rain forest. It has continued for years.
ディストゥロイイン

カンティニュー

Between the 1970s and 2010, about 740,000 square kilometers of the forest disappeared.
ビトゥウィーン ð ア
セブンハンドレッド アン フォーティ · アウザン
ディサピアーd
That's almost twice the size of Japan.
オールモウス トゥワイス

I've been worried about this problem since I was in elementary school.
ワーリダバウ

プロウブレム

エラメンタリ

I want to become a scientist
ウォントゥー ビカム

サイアンティス

and do something for the plants and animals of the Amazon.
サム · イン
プランツ
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【４】内容読解の手がかり

The rain forest of the Amazon has
～がいる

many unique animals.
多くの特有の動物

These animals have been there for a long time, but they're losing their home now.
これらの動物

ずっとそこにいた

長い間
失いつつある
人々が熱帯雨林を破壊していること

People are destroying the rain forest. It has continued for years.
破壊している

ずっと続いている

何年もの間

Between the 1970s and 2010, about 740,000 square kilometers of the forest disappeared.
約７４万平方キロメートルの森

That's almost twice the size of Japan.
ほぼ２倍

日本の大きさ

I've been worried about this problem since I was in elementary school.
～についてずっと心配している

ぼくが小学校に通っていた頃から

I want to become a scientist
ぼくが小学生だった頃から
～になりたい =want to be ※ want to be のほうがやや会話的
and do something for the plants and animals of the Amazon.
何かをしたい

= and want to do
【５】本読みの練習の成果をペアワークで確認しよう！
Ａ

The rain (

Ｂ

) of the Amazon

has many (

) animals.

animals (

These has many unique (

) their home now.

People are (

)s.

These

Between the (

) now.

People are destroying the rain

). (

) and 2010, about

740,000 square (

),

but they’re losing their (

) the rain

forest. It has continued (

). It (

) for years.

Between the 1970s and (

), about

) of the forest 740,000 square kilometers of the forest

That’s almost (

) (

the size of Japan.
(

) forest of the Amazon

) for a long time, animals have been there (

but they’re (

disappeared.

The (

).

the (
) worried about this

problem since I was in (
). I want to (

That’s almost twice

) of Japan.

I’ve been (
problem (

) this
) was in elementary

) a scientist school. I want to become a (

and do something for the (
) and ) and do something for the plants and
animals of the Amazon. The Amazon (
) of the Amazon. The Amazon
is a (
) of the world.
is a treasure of the (
).
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【６】ペアで行う True or False
(1) There are many unique [ animals / plants ] in the rain forest of the Amazon.
(2) Many animals in the rain forest have been there for a [ long / short ] time.
(3) Many animals in the rain forest [ are losing / are not losing ] their home now.
(4) Between the 1970s and 2010, about [ 740,000 / 470,000 ] square kilometers of the

rain forest disappeared.
(5) Ricardo has been worried about the problem since he was in [ elementary / junior

high ] school.
(6) Ricardo wants to be [ a elementary school teacher / scientist ].
【７】ペアで行う Questions and Answers

Questions

Answers

アマゾン川の熱帯雨林には特有の動物がいる？
１

Are there many unique animals in the 短：Yes.
rain forest of the Amazon?
長：Yes, there are.
短：For a long time.

その動物はどのくらいの間ずっといる？
２

３

How long have the animals been in 長：They have been there for a long
the rain forest of the Amazon?
time.
アマゾン川の熱帯雨林の動物たちはすみかを
失いつつある？

Are the animals in the rain forest of 短：Yes.
the Amazon losing their home?
長：Yes, they are.
人々は熱帯雨林を破壊し続けている？
４

Have people continued destroying the 短：Yes.
rain forest for years?
長：Yes, they have.
どれだけの熱帯雨林が消えたか？

５

6

７

How much of the rain forest disappeared 短：About 740,000 square kilometers.
between the 1970s and 2010?
長：About 740,000 square kilometers did.
リカルドはどのくらいの間心配している？

短：Since he was in elementary school.

How long has Ricardo been worried 長：He has been worried about it
about the problem of the Amazon?
since he was in elementary school.
リカルドは何になりたい？

短：A scientist.

What does Ricardo want to become?

長：He wants to become a scientist.

リカルドは科学者として何をしたい？
８

What does Ricardo want to do as a 長：He wants to do something for the
scientist?
plants and animals of the Amazon.
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【８】
《重要表現》worry about と be worried about
・両方とも「～について心配する」という意味
・be worried about のほうがよく使われる。
【９】単語の練習
(1) これらの★

) (2) 失う★

(

(3)

そこに★

(5)

何年も★(2)

(7)

ほとんど★

(9)

～について心配して★(3) (

(
(
(

(

) (4)

長い間★(3)

) (6)

～と…の間★(2)

)

(

)
(

)

) (8) ２倍(に)(

)
)

【１０】
《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) アマゾン川の熱帯雨林にはたくさんの特有の動物がいます。

The rain forest of the Amazon (

) unique animals.

(2) これらの動物たちは長い間ずっとそこで暮らしていましたが、

(

) animals (

)(

)(

) for a long time,

(3) 彼らは今すみかを失いつつあります。

but they're (

) their home now.

(4) 人々が熱帯雨林を破壊しているのです。

People are destroying the rain forest.
(5) それは何年もの間続いています。

It (

)(

) for years.

(6) １９７０年代から２０１０年の間７４万平方キロメートルの森がなくなりました。

(

) 1970s (

) 2010, about 740,000 square kilometers of the

forest disappered.
(7) それは日本の面積のほぼ２倍です。

That's (

)(

) the size of Japan.

(8) ぼくは小学校に通っていた頃から、ずっとこの問題を心配しています。

(
(

)(

)(

)(

) this problem

) I was in elementary school.

(9) ぼくは科学者になってアマゾン川の植物や動物のために何かをしたいです。

I want to (

) a scientist and (

plants and animals of the Amazon.
(10) アマゾンは世界の宝です。

The Amazon is the (

) of the world!

【１１】
《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。
(1) あなたはどのくらいの間この問題を心配していますか？

私は中学校に通っていた頃からずっと心配しています。
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制限時間 ３分
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確認テスト
教科書２８ページ
３年９組（
）番 氏名（

【１】日本語の意味に合うように(

）

)に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) アマゾン川の熱帯雨林にはたくさんの特有の動物がいます。

The rain forest of the Amazon (

) unique animals.

(2) これらの動物たちは長い間ずっとそこで暮らしていましたが、

(

) animals (

)(

)(

) for a long time,

(3) 彼らは今すみかを失いつつあります。

but they're (

) their home now.

(4) 人々が熱帯雨林を破壊しているのです。

People are destroying the rain forest.
(5) それは何年もの間続いています。

It (

)(

) for years.

(6) １９７０年代から２０１０年の間７４万平方キロメートルの森がなくなりました。

(

) 1970s (

) 2010, about 740,000 square kilometers of the

forest disappered.
(7) それは日本の面積のほぼ２倍です。

That's (

)(

) the size of Japan.

(8) ぼくは小学校に通っていた頃から、ずっとこの問題を心配しています。

(
(

)(

)(

)(

) this problem

) I was in elementary school.

(9) ぼくは科学者になってアマゾン川の植物や動物のために何かをしたいです。

I want to (

) a scientist and (

)(

) for the

plants and animals of the Amazon.
(10) アマゾンは世界の宝です。

The Amazon is the (

) of the world!

／２０点
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