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「オンライン飲み会」敬遠？★★★

【３】記事は「オンライン飲みを続けたい人は２割以下」という部分を強調し、伝えて

います。あなたは、この調査からわかることのうち何を強調して、伝えたいですか。

グラフや記事から考えて、書きましょう。

％

（２０２０年１０月１１日
読売新聞朝刊より）
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【１】「オンライン授業・講義」を

「全く続けたいと思わない」と考える

人は何％いましたか

【２】半分以上の人が「今後も続けたい」と

考えていることはなんですか。

わり

さ
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オリンピック・パラリンピック編 ２０２０年 １０月 ２１日

五輪簡素化★★★

【１】下の５項目を、削減額の

大きい順に番号で書きましょう。

【３】大会運営の簡素化の背景にはどのような問題があるか、まとめましょう。

【２】今後予想される主な支出を３つ書い

てください。

◆来夏に延期された東京五輪・

パラリンピックは約３００億円の

経費節減が可能と、大会組織

委員会が発表しました。 簡素化

の取り組みは、五輪・パラのモデ

ルケースとなるかもしれません。

①競技会場・選手村の装飾の削減

②聖火リレーの車列やスタッフの削減

③各国・地域の五輪委役員の輸送方法の変更

④組織委スタッフの採用時期の繰り下げ等

⑤会場運営スペースの縮小、照明の削減等

経
費
節
減
「聖
域
」に
も

２０２０年１０月８日
読売新聞朝刊より
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２０２０年 １０月 ２１日

トランプ大統領 新型コロナ感染★★★★

【発展問題】あなたがアメリカ国民で投票権を持っていたら、どちらの候補に投票しますか。

その理由も一緒に、裏に書きましょう。

◆アメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染したことがわかり、１１月３日に迫る
大統領選への影響は避けられないとみられています。

トランプ氏

バイデン氏

【１】トランプ大統領は感染して低い危

機意識が批判されましたが、それ以

上に痛手だったのは何ですか。

【２】バイデン前副大統領とのテレビ討論会は互いの

非難で終わりました。それぞれどう主張しましたか。

（来日して記者会見したトランプ大統領）

（２０２０年１０月９日 読売中高生新聞より）
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２０２０年 １０月 ２１日

★★★★

◆北海道では、サケの卵の加工

が最盛期を迎え、釧路市の水産

加工会社は大忙しです。

production：製造 salmon roe サケの卵 peak：最盛期 factory ：工場 seafood processing company：水産加
工会社 employees：従業員 salmon bellies：サケの腹 soaking：浸す brine ：塩水 letting them rest ：休ませ
る bamboo baskets ：竹かご flavor：味 purchased：仕入れた per day：１日あたり at full scale： 本格的に
boxed ：箱詰めされた president：社長 fresh：新鮮な last：続く according to～：～によると

（２０２０年１０月１０日 The Japan Newsより）

【１】加工されたsalmon roeは日本語ではなんと呼ば

れますか。

【２】この会社では１日あたりsalmon roeをどれくら

い加工していますか。英語で書きましょう。

KUSHIRO, Hokkaido -- Production 
of salmon roe is now at its peak in 
Hokkaido in the autumn salmon 
season. 

At a factory of seafood processing 
company Marua Abe Shoten in 
Kushiro, Hokkaido, about 100 
employees have been busy taking eggs 
out of salmon bellies, soaking them in 
brine and letting them rest in bamboo 
baskets overnight to have the flavor 
set in. 

Production of salmon roe

The company has purchased about 70 to 80 tons of the fish per day since September, 
when autumn salmon fishing began at full scale, and has kept up daily production of about 
eight tons of salmon roe. 
The boxed salmon roe is mainly sold to sushi restaurants and other Japanese restaurants 

across the country. Hideaki Abe, the 55-year-old president of the company, said, "I hope 
people will enjoy the fresh flavor of salmon roe." 

Salmon roe production will last until mid-November, according to Abe. 

Employee process salmon roe at a Marua Abe Shoten factory

【３】salmon roeはどんなところ

に販売されていますか。英語で書

きましょう。
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２０２０年 １０月 ２１日

＜たのしい英語＞ be looking  forward to ～★★★

★あわせて覚えよう★

★なぞってみよう★

fun.：楽しい、go to bat：打席に立つ

単語帳

・I can't wait. 待ちきれない

・I'm so excited. ワクワクする

be looking
forward to ～

～を楽しみにしている。

「look forward to」も同じ意味ですが、ビジネ

スなど、より格式ばった場合に使います。～

の部分には名詞や動名詞を入れます。

あー、楽
しかった

バッテラーズ
こんぶ監督

ここでは
もっとまじ
めにやれ

そう、あの可愛さは、
打席に立たないと
わからないですよ

そんなことを言うの
は、打席に立って
いないからですよ

何！

おいおい、彼と
の対戦を楽しみ
にしていたのは
知っているが、

アイ キ ャ ン ト ウェイト ま

アイム ソウ エキサイティド

be looking forward to

I can't wait.

◆ミー太郎に三振を喫した打者ですが、ベ

ンチに戻り「楽しかった」と笑顔です。さすが

に監督もしかりますが・・・

たろう さんしん きっ だしゃ

もど たの えがお

かんとく

ビイ ル ッ キ ン グ

フ ォ ワ ー ド トゥ

たの

ル ッ ク フォワード トゥ おな い み

かくしき ば あい つか

ぶぶん めいし どう めいし



読売新聞特別版「正倉院宝物を学ぼう！」を贈呈します 
 

「第 72 回正倉院展」（10 月 24 日～11 月 9 日、奈良国立博物館）を特別協力する読売新聞社は、  

出展宝物などを紹介する特集「正倉院宝物を学ぼう！」をまとめた特別版（タブロイド判・オールカラ

ー４ページ）を発行し、学習教材としてご活用いただける学校に無料で差し上げます。 

                                        （昨年の紙面） 

 「宝物を 1200年も守ってきた正倉院ってどんな建物？」、「どんな

宝物を保管しているの？」など、皆さんが知りたいことを写真やイラ

ストを使ってわかりやすく説明します。 

漢方薬として使われた象の臼歯「五色龍歯（ごしきりゅうし）」や、

螺鈿で花文や獅子などが細工された「平螺鈿背円鏡（へいらでんはい

のえんきょう）」など今年の展示宝物を、読売新聞日曜版で連載中の

人気漫画「猫ピッチャー」の主人公、ミー太郎と一緒に学べる内容です。宝物や正倉院に関する知識

がクイズ形式で身につくすごろくも掲載します。 

  

特別版の申し込みは 10 月 27 日（火）までに、以下の申込用紙に必要事項を記入し、ファクスで送

信してください。（お届けできるのは 10月 15日以降の予定です） 

 

＜お問い合わせ＞ 

読売新聞大阪本社 広報宣伝部（担当：佐藤） 電話 ０６－６３６６－１５３０ 

 

（ファクスの場合は、切り取らず、この用紙のままお送りください） 

 

ＦＡＸ ０６－６３６６－１９２８   10 月 27 日必着 
 
読売新聞大阪本社 広報宣伝部 宛 

 

特別版「正倉院宝物を学ぼう！」を以下の通り申し込みます。 

 

学校名  

学校住所 
〒 

 

電話番号 （          ）         － 

担当教諭名  

希望部数                         部   


