
中3英語 Let's Read2 (p60,61)
英文 和文

When you hear the word"robot, "what kind of robot do you Imagine? 皆さんは「ロボット」と聞いて、どのようなロボットを想像しますか？

Some people think of anime characters, some people think of the human-like robots that talk to people, アニメのキャラクターを思い浮かべる人もいれば、人と会話する人間のようなロボットを思い浮かべる人もいて、

and some people think of robots that work in factories. また、工場で働くロボットを思い浮かべる人もいるでしょう。

In the modern world, people are supported by robots that have a variety of shapes, sizes, and roles. 現代社会では、さまざまな形やおおきさ、役割を持ったロボットが人々を支えています。

Scientists are continuing to invent more and more useful  robots. 科学者たちは、より多くの有用なロボットを発明し続けている。

 Now, let's look at some examples. ここではその例をご紹介します。

How do robots make people's dreams come true? ロボットは人々の夢をどのようにかなえてくれるのでしょうか？

Talking Robot おしゃべりロボット

This is a robot that helps you  learn English conversation. これは英会話を学ぶためのロボットです。

By talking to it again and again you can improve your English speaking skills. 何度も何度も話しかけることで、英語の会話力を高めることができます。

Robot Suit ロボットスーツ

This is HAL,a robot suit. これはロボットスーツのＨＡＬです。

It can help people carry heavy things. 重いものを運ぶのを助けてくれます。

It's useful in places such as hospitals and factories. 病院や工場などで活躍しています。

Rescue Robot レスキューロボット

This is a  rescue robot. これはレスキューロボットです。

It can search areas that are too dangerous for humans. 人間には危険な場所を捜索することができます。

After the Great East Japan Earthquake in 2011,it was used at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. 2011年の東日本大震災では、福島第一原子力発電所で使用されました。

Space Robot 宇宙用ロボット

NASA is developing robots, too. ＮＡＳＡもロボットを開発しています。

These robots can explore space and work with astronauts. これらのロボットは、宇宙を探索したり、宇宙飛行士と一緒に仕事をすることができます。

Robonaut 2 is a human-like robot that helps astronauts on the ISS(Internnational Space Station). ロボノート2は、ＩＳＳ(国際宇宙ステーション )で宇宙飛行士を助ける人間型ロボットです。

It was sent there in 2011. 2011年にＩSSに送り込まれました。

Another example is Insight. もう一つの例はインサイトです。

It is a machine with a robot arm. これはロボットアームを持つ機械です。

It reached Mars in 2018. 2018年に火星に到達しました。
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Avatar Robot    OriHime-D アバターロボット　OriHime-D
"I want to work like other people." 「人と同じように働きたい」

This has been a dream for many people with severe physical disabilities. それは、重度の身体障害を持つ多くの人々の夢でした。

Now we have a robot that can help. その夢をかなえるロボットが登場しました。

Its name is OriHime. その名は「OriHime」。
It's a staff robot at a cafe in Japan that opened in autumn of 2018. 2018年秋にオープンした日本のカフェのスタッフロボットです。

One of the first OriHime users was Mr.Nagahiro Masato. 最初のOriHimeユーザーの仁英は永廣柾人さん。

He is a 25-year-old man who has a serious disease. 彼は25歳の男性で、重い病気を抱えています。

He didn't have any job before because he cannot move his body. 体を動かすことができないため、以前は仕事がありませんでした。

Now OriHime lets him work at a cafe. 現在は、OriHimeのおかげでカフェで働くことができました。

Mr.Nagahiro contols the robot with small movements of his fingers. 永廣さんは、指の小さな動きでロボットを操作します。

He watches a live video that is sent from the robot's eyes,and he talks through a microphone. ロボットの目から送られてくるライブ映像を見て、マイクで会話をします。

This way, he can serve customers who come to the cafe. そうすることで、カフェに来たお客さんにサービスを提供することができます。

On the first day of his job at the cafe, it was difficult for Mr,Nagahiro to start converstaions with customers. カフェでの仕事を始めたばかりの頃、永廣さんはお客さんとの会話を始めるのに苦労しました。

He didn't have much experience ata places like cafes. カフェのような場所での経験が少なかったのです。

he wanted to improve his customer service skills, so he talked to another OriHime user. 接客スキルを向上させたいと思い、同じOriHimeユーザーに相談しました

He asked her to give him some advice. アドバイスをお願いしました。

The other OriHime user said, "You should be friendlier. 他のOriHimeユーザーは、「もっとフレンドリーになったほうがいいよ。

When I serve customers, I always try to make friends with them." 私は接客するとき、いつもお客様と仲良くするようにしています」と言われました。

This was the first advice for Mr.Nagahiro at his first job. これは、永廣さんにとって初めての仕事でのアドバイでした。

"Working is tough, but it's fun," Mr.Nagahiro says. 「仕事は大変だけれど、楽しい」と永廣さん。

Thanks to this experience, he now wants to try more challenges in the future. この経験のおかげで、これからもいろいろなことにチャレンジしていきたいと思っています。

The person who invented OriHime is Yoshifuji kentaro. OriHimeを開発したのは、吉藤健太朗さん。

He has met a lot lf people with disabilities. 彼はこれまでに多くの障がい者と出会ってきました。

When he talked to them, they usually said, "I wish I could connect myself with society." 吉藤さんが彼らと話した時に、彼らが口をそろえて言うのは「自分と社会が繋がればいいのに」ということでした。

Mr.Yoshifuji heard their wishes and decided to create this new robot. 吉藤さんは彼らの願いを聞いて、この新しいロボットを作ることにしたのです。

Finally, OriHime is making their dreams come true. そして、OriHimeは彼らの夢をかなえているのです。


