
中3英語

Unit4 Part1 AIの進化(p52)
英文 和文

AI technology has made great progress lately. 最近、AI技術が大きく進歩しています。

It has become a part of our daily lives. 私たちの日常生活の一部になっています。

For example, the Internet search engines use AI technology. 例えば、インターネットの検索エンジンにはAI技術が使われています。

Smartphones which respond to voice commands are common these days. 最近では、音声コマンドに反応するスマートフォンが一般的になっています。

Robots which automatically clean your house have become popular. 家の中を自動で掃除してくれるロボットも普及しています。

These all use AI technology これらはすべてAI技術が使われています。

Translation software also uses AI technology. 翻訳ソフトにもAIの技術が使われています。

It can come up with the best translation by using AI technology. AI技術を使うことで、最適な翻訳を考えてくれます。

It is becoming common. それが一般的になりつつあります。

In the near future, AI will help us communicate with people all over the world quite easily. 近い将来、AIによって世界中の人々と簡単にコミュニケーションがとれるようになるでしょう。

 
 

 



Unit4 Part2 記事に対する3人の意見(p54)
英文 和文

Translation software is useful. 翻訳ソフトは便利ですね。

I sometimes use it when I don't understand a Japanese phrase. 私も日本語のフレーズがわからないときに使うことがあります。

I agree with Tina. 私もティナに賛成です。

I have an uncle who runs a Japanese restaurant. 私の叔父が日本食のレストランを経営しています。

He's not good at speaking English,so he uses a translation device. 彼は英語を話すのが苦手なので、翻訳機を使っています。

Thanks to the device,he can easily interact with foreign customers who come to his restaurant. この装置のおかげで、レストランに来た外国人のお客さんと簡単に交流できるようになったそうです。

AI devices can help with many languages. ＡＩデバイスは多くの言語をサポートします。

Learning foreign languages might not be so important anymore. 外国語を学ぶことは、やはり外国語の勉強は大切だと思います。

I disagree with you, Kota. コウタさんの意見には賛成できません。

Translation devices are are convenient, but I think learning foreign languages is still important.翻訳機は便利ですが、やはり外国語の勉強は大切だと思います。

I want to be able to communicate by myself. 私は、自分でコミュニケーションを取れるようになりたいです。

 
 



Unit4 Part3 あなたはどう思う?(p56)

英文 和文

Kota raised an interesting point , but I agree with Hajin. コウタさんの指摘は興味深いものでしたが、私はハジンさんに同意します。

AI technology Is progressing rapidly, and translation software is useful for exchanging messages. ＡＩ技術はどんどん進化していますし、メッセージのやり取りには翻訳ソフトが便利です。

However, I think learning foreign languages is still a valuable experience. しかし、私は外国語を学ぶことは貴重な経験だと思います。

It's an experience that will broaden your world view. 自分の世界観を広げる経験になります。

You also learn more about your own language and culture. また、自分の言語や文化についても学ぶことができます。

Learning about each other's language and culture helps us have a better understanding of each other. お互いの言語や文化を学ぶことで、お互いをよりよく理解することができます。

What do you think? あなたはどう思いますか？

 



Unit4 Goal 投稿文を読んで、自分の意見を書こう(p58)
英文 和文

Ms. Cat　　　   A  ネコさん　　　Ａ

Translation software is convenient, but I think we should learn foreign languages. 翻訳ソフトは便利だけど、やっぱり外国語は勉強しないとね。

I want to speak directly with people from foreign countries. 外国人と直接話してみたい。

I would hate to be a person who depends on machines. 機械に頼るような人間にはなりたくないですね。

Mr. Panda　　　B パンダさん　　Ｂ

I suppose translation software is not so bad. 翻訳ソフトも悪くないと思いますよ。

We have been learning English, but not all of us are good at speaking it. 私たちは英語を学んでいますが、全員が英語を上手に話せるわけではありません。

We should use translation software when we need it. 必要な時には翻訳ソフトを使うべきです。

I think the important thing is to use it in a proper way. 重要なことは、適切な方法で使用することだと思います。

Mr. Robo　　　C ロボさん　　　Ｃ

Al is changing our lives. AIは私たちの生活を変えています。

Now we can use a device which translates various languages. 今では様々な言語を翻訳してくれるデバイスを使うことができます。

Japanese students spend too much time on learning English. 日本の学生は、英語の学習に時間をかけすぎています。

If they have such a device. they don t need to learn it. このようなデバイスがあれば、英語を学ぶ必要はありません。

I think learning foreign languages won't be necessary in the future. 将来的には、外国語の学習は必要ないと思います。

Ms. Ninja        D 忍者さん　　　　Ｄ

Learning foreign languages is not just for communication. 外国語を学ぶことは、単にコミュニケーションのためだけではありません。

It helps us learn more about our own language and culture. 自国の言語や文化をより深く知ることができるのです。

I remember the famous word : 私は、有名な言葉を覚えています。

"Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own". 「外国語を全く知らない人は、自分の言語を何も知らない」という有名な言葉を覚えています。


