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Unit 3 [1]

Fair Trade Event Starting Out
教科書３４ページ

【１】新しい単語 new words

seeの過去分詞 seen スィーン ○

～を見つける discover ディスカバー ・○・

貿易 trade トゥレイド ○

印、マーク mark マーク ○

公正な fair フェア ○

フェアトレード fair trade フェアトゥレイド ・○

[疑問文で]これまでに ever エバー ○・

一度も～ない never ネバー ○・

～のことを耳にする hear of ヒアオブ ○・

【２】本文の訳

「フェアトレード」のことを聞いたことがありますか？ Have you ever heard of "fair trade"?

□はい、あります。 Yes, I have.

□いいえ、ありません。 No, I haven't.

このマークを見たことがありますか？ Have you ever seen this mark?

□はい。以前に見たことがあります。 Yes. I've seen it before.

□いいえ。今までにそれを見たことがありません。No. I've never seen it before.

フェアトレードの世界を見に来てください。 Come and discover the world of fair trade.

【３】発音

Have you ever heard of "fair trade"?
ハブ ユー エバー ハードブ フェアトゥレイド

Yes, I have. No, I haven't.
ハブント

Have you ever seen this mark?
ハブ ユー エバースィーン

Yes. I've seen it before. No. I've never seen it before.
アイブスィーン ビフォー ネバー

Come and discover the world of fair trade.
ディスカバー
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【４】内容読解の手がかり

1. Have you ever heard of “fair trade”?

これまでに～のことを耳にしたことがありますか

Yes, I have.

No, I haven’t.

2. Have you ever seen this mark?

これまでに～を見たことがありますか？

Yes. I’ve seen it before.

それを以前見たことがあります

※ 現在完了形＋ beforeは○だが、現在完了形＋ yesterdayや last weekなどは×。

yesterdayや last weekを使うときには過去形にすること。

○ I've seen him before. 彼には以前会ったことがある。

× I've seen him yesterday. 彼には昨日会ったことがある。

○ I saw him yesterday. 彼には昨日会った。

No. I’ve never seen it before.

それらを今までに見たことがない

Come and discover the world of fair trade.

=come to discover 見つけに来る

【５】本読みの練習の成果をペアワークで確認しよう！

Ａ Ｂ

1. ( ) (heard of) “fair trade”? 1. (Have you ever) ( ) “fair trade”?

Yes, ( ). Yes, (I have).

No, (I haven’t). No, ( ).

2. (Have you ever seen) this mark? 2. ( ) this mark?

Yes. ( ) it before. Yes. (I’ve seen) it before.

No. (I’ve never seen) it before. No. (I’ve never seen) it before.

( ) the (world of fair (Come and discover) the (

trade). ).
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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) フェアトレードのことを耳にしたことがありますか？

( ) "fair trade"?

(2) はい。耳にしたことがあります。

Yes, ( ).

(3) いいえ、ありません。

No, ( ).

(4) あなたはこのマークを見たことがありますか？

( ) this mark?

(5) はい。私はそれを以前見たことがあります。

Yes. ( it ).

(6) いいえ。私はそれを今までに見たことがありません。

No. ( it ).

(7) フェアトレードの世界を見つけに来てください。

( ) discover the world of fair trade.

【７】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) あなたは英語の新聞(an English newspaper)を読んだことがありますか？

(2) あなたはネッシー(Nessie)の噂を聞いたことがありますか？

(3) 私は大金(a lot of money)を持ったことがない。

(4) 私はゴルフ(golf)をしたことがない。
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Unit 3 [1] 確認テスト

制限時間 ３分

教科書３４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) フェアトレードのことを耳にしたことがありますか？

( ) "fair trade"?

(2) はい。耳にしたことがあります。

Yes, ( ).

(3) いいえ、ありません。

No, ( ).

(4) あなたはこのマークを見たことがありますか？

( ) this mark?

(5) はい。私はそれを以前見たことがあります。

Yes. ( it ).

(6) いいえ。私はそれを今までに見たことがありません。

No. ( it ).

(7) フェアトレードの世界を見つけに来てください。

( ) discover the world of fair trade.

【２】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) あなたは英語の新聞(an English newspaper)を読んだことがありますか？

(2) あなたはネッシー(Nessie)の噂を聞いたことがありますか？

(3) 私は大金(a lot of money)を持ったことがない。

(4) 私はゴルフ(golf)をしたことがない。

／１１点
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Unit 3 [1]

Fair Trade Event Starting Out
教科書３４ページ

予習の手引き

seeの過去分詞 ～を見つける

貿易 印、マーク

公正な フェアトレード

[疑問文で]これまでに 一度も～ない

～のことを耳にする

never ネバー ○・

fair trade フェアトゥレイド ・○

seen スィーン ○

trade トゥレイド ○

fair フェア ○

ever エバー ○・

discover ディスカバー ・○・

hear of ヒアオブ ○・

mark マーク ○


