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Unit 2 [3]

Read and Think 1
教科書２２ページ

【１】新しい単語 new words
（置き［かけ］）時計 クラック ○ clock
塔、タワー タウアー ○・ tower
のそばに ビサイド ・○ beside
もしかすると、おそらく メイビー ○・ maybe
建造者 ビルダー ○・ builder
～に乗る、乗っていく ライド ○ ride
メートル ミーター ○・ meter(s)
［高さを表す表現のあとに置いて］高さが～で トール ○ tall
ながめ、景色 ビュー ○ view
最上部、頂上 タップ ○ top
テムズ川 ð アテムズ the Thames
観覧車 フェリス ウイール Ferris wheel
ロンドンアイ ランダン アイ the London Eye
～から来ている、～に由来する カム フラム come from

【２】内容読解

Look at that clock tower beside the Thames. ① It’s about 150 years old. ②

Many people call it Big Ben. Maybe the name comes from its builder, Benjamin
Hall. He was a very big man.

Now, we’re going to ride that big Ferris wheel. ③ It’s about 20 years old.
People call ④ it the London Eye. ⑤ It’s 135 meters tall. We can see a great view
from the top.

In London, we can find both old buildings and new ⑥ ones. ⑦ It’s really
interesting.

(1) 下線部①は具体的に何を指しますか、日本語で答えなさい。

(2) 下線部②で、人々はなぜそれ（時計塔）をビッグ・ベンと呼ぶのですか、日本語で説明しなさい。

(3) 下線部③が答えとなるような疑問文を書きなさい。

( ) ( ) ( ) that big Ferris wheel?
(4) 下線部④は具体的に何を指していますか、英語４語で書きなさい。

(5) 下線部⑤が答えとなるような疑問文を書きなさい。

( ) ( ) ( ) the London Eye?

(6) 下線部⑥の ones を英語１語で言いかなさい。

(7) 下線部⑦で、「それはとてもおもしろい。」と言っていますが、「それ」は何を指していますか、

日本語で説明しなさい。

Mr. Ishida の楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０２０



- 72 -

【３】本文の訳

Look at that clock tower beside the Thames. テムズ川のそばのあの時計塔を見て。
It's about 150 years old. それは築およそ１５０年です。

Many people call it Big Ben. 多くの人々がそれをビッグベンと呼んでいます。

Maybe the name comes from its builder, Benjamin Hall.
その名前はおそらく建造者のベンジャミン・ホールに由来するのでしょう。

He was a very big man. 彼はとても大きな男の人でした。

Now we're going to ride that big Ferris wheel. さて、ぼくたちはあの観覧車に乗る予定です。
It's about 20 years old. それは築およそ２０年です。

People call it the London Eye. 人々はロンドンアイと呼んでいます。

It's 135 meters tall. それは高さが１３５メートルです。

We can see a great view from the top. 最上部からすばらしい景色を見ることができます。

In London, ロンドンでは、

we can find both old buildings and new ones. 古い建物も新しい建物も見ることができます。
It's really interesting. そのことはとてもおもしろいです。

【４】読み方

Look at that clock tower beside the Thames. It's about 150 years old.
ルッカト ð アトクラックタウワ ビサイド ð ア · エムズ ワンハンドレッドアンドフィフティ

Many people call it Big Ben. Maybe the name comes from its builder, Benjamin Hall.
メニ ピーポー コール メイビー ð ア ビルダー アー

He was a very big man. Now we're going to ride that big Ferris wheel.
パライド フェリス ウィール

It's about 20 years old. People call it the London Eye. It's 135 meters tall.
ピーポー コーリト ランダン アイワンハンドレッドアンドサーティーファイブ

We can see a great view from the top. In London, we can find both old buildings
グレイト ビュー ランドン ファインド ボウ · ビルディングス

and new ones. It's really interesting.
ワンズ リアリ インタレスティン

【５】内容読解の手がかり

Look at that clock tower beside the Thames. It’s about 150 years old.
テムズ川のそばの時計塔 築１５０年の

Many people call it Big Ben.
それをビッグベンと呼ぶ

Maybe the name comes from its builder, Benjamin Hall. He was a very big man.
それ［その時計塔］の

Now, we’re going to ride that big Ferris wheel. It’s about 20 years old.
People call it the London Eye. It’s 135 meters tall. We can see a great view
それをロンドンアイと呼ぶ 高さが～で すばらしい眺め

from the top.
In London, we can find both old buildings and new ones. It’s really interesting.

=buildings
※ buildings の繰り返しを避けるために使われている
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【６】True or False
(1) Benjamin Hall is the builder of Big Ben.
(2) People call the big Ferris wheel the London Eye.
(3) The London Eye is about 135 years old.

【７】Questions and Answers

Questions Answers

How old is Big Ben? It's .

What are Kota and Emi going to do? They
１ .

How tall is the London Eye? It's .
２

Do people call the clock tower They
３ Benjamin Hall? .

What can we see from the top of the We
４ London Eye? .

【８】Questions and Answers

Questions Answers

ビッグベンは築何年ですか？ 短：About 150 years old.
１ How old is Big Ben? 長：It's about 150 years old.

光太と絵美は何をする予定ですか？ 長：They're going to ride the big
２ What are Kota and Emi going to do? Ferris wheel [the London Eye].

ロンドンアイの高さはどのくらいか？ 短：135 meters tall.
３ How tall is the London Eye? 長：It's 135 meters tall.

人々はその時計塔をベンジャミンホールと呼

４ びますか？ 短：No.
Do people call the clock tower 長：No, they don't. They call it Big
Benjamin Hall? Ben.
ロンドンアイの頂上から何が見えますか？

５ What can we see from the top of the 短：A great view.
London Eye? 長：We can see a great view.
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【９】Retelling この英文を読んでわかったことをノートに書こう。

【１０】単語の練習 は大切な語です。★

(1) ～を見る (2) ( ) (2) (置き［かけ］)時計 ( )★ ★

(3) ～に由来する (2)( ) (4) ～に乗る ( )★ ★

(5) 高さが～で ( ) (6) ながめ ( )★

(7) ～も…も両方とも (2) ( ) (8) おもしろい ( )★ ★

(9) ～のそばに ( )

【１１】教科書の英語を聞きながら、( )内の単語をうめなさい。

Look at that ( ) tower beside the Thames. It’s about 150
( ) old. Many people ( ) it Big Ben. ( )
the name ( ) from its builder, Benjamin Hall. He was a very big
( ).

Now, we’re ( ) to ride that big Ferris wheel. It’s about 20
years old. People ( ) it the London Eye. It’s 135 meters
( ). We can ( ) a great view from the top.

In London, we can find ( ) old buildings and new ( ).
It’s really ( ).

□□ これより応用問題 □□

(1) 彼は身長が１７８センチメートルあります。

He's 178 centimeters ( ).
(2) 富士山は高さが３７７６メートルあります。

Mt. Fuji is 3,776 meters ( ).

【１２】教科書の英語を聞きながら、( )内の単語をうめなさい。

Look at that ( ) tower beside the Thames. It’s about 150
( ) old. Many people ( ) it Big Ben. ( )
the name ( ) from its builder, Benjamin Hall. He was a very big
( ).

Now, we’re ( ) to ride that big Ferris wheel. It’s about 20
years old. People ( ) it the London Eye. It’s 135 meters
( ). We can ( ) a great view from the top.

In London, we can find ( ) old buildings and new ( ).
It’s really ( ).

□□ これより応用問題 □□

(1) 彼は身長が１７８センチメートルあります。

He's 178 centimeters ( ).
(2) 富士山は高さが３７７６メートルあります。

Mt. Fuji is 3,776 meters ( ).


