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２０２０年 ９月 ９日

差別解消に向けてリボン作り★★★

◆新型コロナウイルスに関連して、

「シトラスリボン運動」が少しずつ各

地に広がっています。シトラスはミ

カンなどのかんきつ類を指す英語

です。

（２０２０年７月１日 読売新聞香川版より）

【１】 シトラスリボン運動とは

なにか、説明しましょう。

【２】 かんきつ類

の中で、知ってい

る果物の名前をあ

げましょう。

【発展問題】 シトラスリボンの作

り方を調べ、みんなで作ってみま

しょう。リボンの色は自由です。

はってん

しんがた
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オリンピック・パラリンピック編 ２０２０年 ９月 ９日

選手の入国後行動制限徹底★★★

【１】海外選手が来日した時にやらなければい

けないこと書きましょう。

【発展問題】あなたの住んでいる地域や周辺にあるホストタウンが受け入れる国・地域、どのよう

な交流を行うのかなどを調べ、裏に書きましょう。

【２】海外選手は来日後も行動を制限されます

が、その内容を書きましょう。

【３】ホストタウンの自治体数と受け入れる国・地域の数、役割について書きましょう。

◆新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府は来年夏の東京五輪・パラリンピックで

海外選手の入国後の行動制限やＰＣＲ検査の徹底を検討しています。一方で、交流を予定

するホストタウンからは戸惑いの声が聞こえます。

自治体数 国・地域数

役 割

（2020年8月24日 読売新聞朝刊より）

しんがた かんせんかくだい ふせ せい ふ

せいげん けん さ てってい けんとう

と まど

ちいき やくわり

うら

はってん
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２０２０年 ９月 ９日

貸し傘アプリで環境貢献★★★★

【２】「アイカサ」はどのようなサービスか、説明しましょう。

◆持続可能な開発目標（SDGｓ）の実現に向け、ICT（情報通信技術）を使うことがトレンドに

なっています。

【３】シェアリングエコノミーの利点と課題を書きましょう。

課題：

【１】エシカル消費とはどのような消費行動か、書きましょう。

（2020年8月16日 読売新聞朝刊より）

利点：
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２０２０年 ９月 ９日

★★★★

【１】美術館では、何を展示しますか。

英語で書きましょう。

◆東京都内に、光と音の２つの演出で、

金魚を展示する美術館がオープンします。

A world of fantastic lighting and sound 

effects featuring some 30,000 goldfish 

swimming in large, extravagant glass bowls 

is about to go on show at Art Aquarium 

Museum in Tokyo, opens Friday. 

The venue is divided into six areas, and in 

the Transitoriness gallery, which conjures up 

the atmosphere of a red-light district from 

the Edo period (1603-1867), there are 16 

goldfish bowls that are up to 2 meters in 

diameter. The exhibit is titled Oiran, and 

everything is illuminated in reds, greens and 

other shiny colors.

extravagant：豪華な、 is about to ~：まさに～しようとしている、 go on show：展示される、 located in～：～にある、
venue：開催場所、 is divided into ~：～に分かれている、 Transitoriness gallery：「浮世」エリア、 conjures up ～：～
をあっという間につくり出す、 atmosphere：雰囲気、 red-light district：歓楽街（花街）、 up to ～：～までの、
diameter：直径、 exhibit：展示

【２】記事で紹介されている鑑賞エリアは何時代をテーマにしたものですか。また、そ

のエリアの特徴のうち１つを、いずれも日本語で書きましょう。

（２０２０年８月２８日 The Japan Newsより）

（特徴）

Goldfish double as visual artwork

時代
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real：本物の、cute：かわいい、
take a picture：写真を撮る

be used to ～
～に慣れている

２０２０年 ９月 ９日

＜たのしい英語＞ be used to ～★★★

◆交流戦初戦のマウンドで緊張気味のミー

太郎。対する打者は、初めて見る本物の猫

ピッチャーだけに・・・

★あわせて覚えよう★

★なぞってみよう★

be used to

get used to 

単語帳

パセリーグには猫ピッチャーがいない
ので、彼はミー太郎に慣れていない。

わー！本
物の猫ピッ
チャーだ！

かっわいい！

本物を見るの
は初めて！

あとで一
緒に写
真撮って
もいいか
な？

・used to ～

（かつては）よく～した。～だった。

・get used to ～

～に慣れる。慣れてくる

「use」は「使う」という意味ですが、この場合は

全く違う意味になります。似ている「used to」

も「（かつては）～だった」と違う意味です。

こうりゅうせんしょせん きんちょうぎみ

たろう だしゃ はじ み ほんもの ねこ

ビ イ ユ ー ス ト トゥー

な

ユーズ つか い み ばあい

まった ちが い み に ユースト トゥー

ちが い み

ユ ー ス ト トゥー

ゲ ッ ト ユ ー ス ト トゥー

な な



教育現場で役立つワークシートの配信や
出前授業のアレンジ、教育イベントの案内など、
先生方をサポートするさまざまな活動を展開しています。
学校でのユニークな取り組みもぜひお知らせください。

●NIE土曜サロン
新聞を活用した学習方法につ
いて探る、先生向けの勉強会を
原則毎月第４土曜日の14時～
16時半に開いています。

●教材提供
『道徳に新聞活用』『新聞たんけん隊』な
ど、教室で使いやすい各種ガイドブックを
発行しています。小中高の教員に送料の
みで送付しています。

●新聞購入割引のご案内
教材として同じ日の新聞を10部以上使
用する場合、特別価格が適用されます。
詳しくは読売新聞オンラインで
434381.yomiuri.co.jp/26/school/活発な意見が交わされる「土曜サロン」

ワークシート通信
新聞記事をもとに作成した設問付きのワークシートです。朝学
習や授業の導入部などにお使いいただけます。教科や難易度の
異なる5枚をセットにして毎週水曜朝に無料配信しています。

メールマガジン トレーニングシート 情報掲載 各種申し込み ワークシート通信
週1回 月2枚 随時 随時 週5枚

イベントやプレゼントを
優先的にご案内します

ウェブサイトからダウン
ロードできます

参加団体の情報をウェ
ブサイトに掲載します

出前授業やプレゼントな
どに応募できます

バックナンバーもダウン
ロードできます

参
加
区
分

学
校

学校（団体として） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
教職員（個人として） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

一
般

企業・団体 ◎ ◎ ◎ ◎ ×
個人 ◎ ◎ ◎ ◎ ×

■参加区分と特典

kyoiku.yomiuri.co.jp

読売新聞
教育ネットワークとは

私たちの出前授業は、単に「新聞づくり」だけを学ぶ場ではあり
ません。日々の情報を活用することで、最も大切な「情報の見分
け方」を楽しく身につけてもらいます。インプットを変えていけ
ば、アウトプットも変わっていく。子どもと一緒に聞いているだ
けで、親の「世界を見る目」も磨かれる。土曜日の学校公開を、
親子で楽しく学べる場に変えてみませんか？

土曜出前授業

小中高校の先生のために

一方的な講義ではなく、疑問に思ったことは手を挙げて、すぐに質問できる授業です


