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◆出版社が自社の新刊や雑誌を宣伝する本のPR誌の休刊が相次いでいます。

PR誌は、著者のエッセーや書評、コラムなどを掲載し、新刊の宣伝を担ってきま

した。一部のPR誌はウェブ版に移行するようです。

２０２０年 11月 25日

本のPR誌 休刊相次ぐ★★★

【１】PR誌とは、どのようなもの

でしょうか。

しゅっぱんしゃ しんかん ざっ し せんでん

はってん すす

【３】PR誌の休刊が相次ぐ理由を

記事をもとに書きましょう。

【２】PR誌を宣伝の柱の一つとす

る出版社の考えを書きましょう。

【発展問題】あなたのお薦めの本に

ついて、紹介する文章を裏に書きま

しょう。
（２０２０年１１月１３日 読売新聞夕刊より）

ちょしゃ しょひょう けいさい にな

ばん い こう

しょうかい うら
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オリンピック・パラリンピック編 ２０２０年 １１月 ２５ 日

井村ジャパン 久々の競技会★★★

◆アーティスティックスイミングの日本代表チームが

１年４か月ぶりに競技会で演技を披露しました。

（２０２０年１１月１３日 読売新聞朝刊より）

【１】アーティスティックスイミングは以前は何という

種目名でしたか。

（２０１８年６月１日掲載）

【３】日本代表チームは、なぜ１年４か月もの間、競技会に出場しなかったのでしょうか。記事

には書かれていませんが、想像して書きましょう。

【２】チーム・テクニカルルーティンの演技のテーマは

何でしたか。

きょう ぎ えん ぎ ひ ろう

そうぞう
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２０２０年 １１月 ２５日

津波被災案内 カーナビで★★★★

【１】「語り部ナビ」

機能が付いたレンタ

カーの貸し出しが始

まったのはなぜですか。

理由を２つ書きましょ

う。

◆東日本大震災で約３７００人が犠牲となった宮城県石巻市で、被

災状況などを音声で伝える「語り部ナビ」機能の付いたレンタカー

の貸し出しが始まりました。 （２０２０年１１月１１日 読売新聞夕刊より）

【２】「語り部ナビ」

機能が付いたレンタ

カーを導入するメリッ

トを２つ書きましょう。

▼

▼

▼

▼

【３】新型コロナウイルスの影響下で他人との接触が敬遠されるなか、東日本大震災の

記憶を風化させないためには、他にどのような方法があるでしょうか。あなたのアイデ

アを裏に書きましょう。
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２０２０年 １１月 ２５日

Sightseeing boat tucked away for winter★★★★

◆富山県の黒部湖で遊覧船を湖

面から引き上げる作業が行われま

した。冬の風物詩の一つです。

【１】遊覧船は何故、引き上げられるのでしょうか。日本語で書きましょう。

operations：運航、sightseeing boat：遊覧船、hoist：引き上げる、tuck away：しまい込む、prevent：防ぐ、surface：表
面、be surrounded by ～：～に囲まれた、peaks of the Northern Alps：北アルプスの頂、a dusting of snow：うっすら
とした雪化粧、lift up：つり上げる、storage site：格納場所、leading：通じる、this is done：これが終わった、severe：厳
しい、offer：運航する、resume：再開する

【２】何を使って船をつり

上げているか、英語で書き

ましょう。

【発展問題】黒部湖は黒部ダムの貯水池です。黒部ダムは何のために造られたのか、裏

に書きましょう。Tadashi Sakakiさんが所属する会社の名前にヒントがあります。

(２０２０年１１月１８日 The Japan Newsより）

TOYAMA -- Having finished its operations for this 

season, the 16-meter-long sightseeing boat Garve 

was hoisted out of Lake Kurobe in Tateyama, 

Toyama Prefecture, on Monday and tucked away 

for a long winter's nap. 

This evolution takes place around this time every 

year to prevent damage from freezing on the lake's 

surface. Lake Kurobe is surrounded by peaks of 

the Northern Alps, which already have a dusting of 

snow. 

After being lifted up from the lake by a large 

crane, the boat was moved to its winter storage 

site inside the tunnel leading to Tateyama. 

"When this is done, I feel that the severe winter 

here is approaching," said Tadashi Sakaki, 59, an 

official of Kanden Amenix Corp. which offers the 

boat tour. 

The sightseeing cruises are scheduled to 

resume operations on June 1.

Lake Kurobe sightseeing 

boat tucked away for winter
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tips：コツ、
a number of：たくさん（いくつか）の

２０２０年 １１月 ２５日

★★★

★なぞってみよう★

単語帳

＜たのしい英語＞ let’s see

let's see

let me see

let’s see
そうだなぁ。えーっと。

◆直球一本勝負のミー太郎の球は、時速

147キロ。もっと速い球を投げたい、とエー

スにアドバイスを求めます。

・ let me see

えーっと。はて。そうだな。

・well ・hmm ・um

（いずれも）うーん。

ウ ェ ル ウ ー ン ウ ン

レ ッ ト ミ ー シ ー

考えても、何か思い出せない、答えが決まら

ないときに使います。「何にしようかなぁ」「ど

れどれ」といった意味にもなります。
い み

つか なに

かんが なに おも だ こた き

レ ッ ツ シ ー

もと

はや たま な

ちょっきゅういっぽんしょうぶ た ろう たま じ そく

えっ、速く投
げるコツ？

エースの英須は
最速156キロ

ミー太郎の最も速い
球は時速147キロ

うーん…

そうだなぁ…

ミー太郎はもっと
速い球を投げたい ★こんな表現も使ってみよう★



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交流会
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「NIE交流会」

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


