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Unit7-1 オーストラリアってどんな国？(p.96)

英文 和文

Today, I want to tell you about my home country, Australia. 今日、私は故郷であるオーストラリアについてあなたたちにお話したいと思います。

It's famous for its natural beauty and unique animals. オーストラリアは自然の美しさとユニークな動物で有名な国です。

Where's Australia? オーストラリアはどこですか？

Do you know? あなたは知っていますか？

It's in the southern hemisphere. オーストラリアは南半球にあります。

Some people say Australia is the largest island in the world. オーストラリアは世界で一番大きな島だという人もいます。

Others say it's the smallest continent. また、最小の大陸だと言う人もいます。

Australia is larger than Japan, but its population is smaller than Japan's. オーストラリアは日本より大きいですが、人口は日本より少ないです。

In fact, Australia's population is about one fifth of Japan's population. 実際には、オーストラリアの人口は日本の人口の約5分の1です。
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Unit7-2 人気のスポーツは？(p,98)
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Now, let’s do a quiz to learn more about Australia. では、オーストラリアについて知るためのクイズをやってみましょう。

Are you ready? みなさん準備はいいですか？

Baseball and soccer are popular In Japan. 日本では野球やサッカーが盛んです。

Question: 質問。

Which sport is the most popular in Australia,(a)rugby, (b)soccer, or (c)Australian Football? オーストラリアで最も人気があるスポーツはa)ラグビーb)サッカーc)オーストラリアン・フットボールのどれでしょう？

What is Australian Football? オーストラリアン・フットボールとは何ですか？

It's a mix of soccer and rugby. サッカーとラグビーが混ざったものです。

The most popular sport must be rugby, so I'll choose(a) 一番人気のあるスポーツはラグビーに違いないので、私は(a)を選びます。

Not bad. 悪くないですね。

Rugby is more popular than soccer, but it’s not the most popular. ラグビーはサッカーより人気がありますが、最も人気ではありません。

OK. The answer is (c)! オーケー。答えは(c)です。

Yes. It's(C), Australian Football そうです、(c)のオーストラリアン・フットボールです。

Very interesting! とても面白いですね。

I didn’t know that. 私はそれを知りませんでした。
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Unit7-3 「ウルル」ってどんなもの？(p,100)
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Australia has some amazing nature. オーストラリアには素晴らしい自然があります。

Do you know Uluru? ウルルを知っていますか？

It's the second-biggest rock in the world. 世界で2番目に大きな岩です。

Next question: How tall is Uluru? 次の質問です。ウルルの高さは？

It's as tall as... その高さは・・・

(a) Tokyo Tower,(b) the Great Pyramid of Giza,(c) the Statue of Liberty. (a)東京タワー、(b)ギザの大ピラミッド、(c)自由の女神 と同じ。

Kota, what do you think? コウタ君、どう思う？

It is as tall as the Statue of Liberty? 自由の女神と同じ高さですか？

It is (c)? (c)ですか？

No, it must be taller . いや、もっと高いはずだよ。

Is it (a)? それは(a)ですか？

Exactly! その通りです。

Yes, it's (a). はい、それは(a)です。

Uluru is as tall as Tokyo Tower. ウルルは東京タワーと同じ高さです。

That 's a huge rock! それは大きな岩ですね！

It's a sacred site for the Aboriginal people of the area. この地域のアボリジニの聖地なんだ。
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Unit7 Goal 町のとっておきの情報を伝えよう(p,102)
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The Great Barrier Reef グレートバリアリーフ

Do you know about the Great Barrier Reef? あなたはグレートバリアリーフを知っていますか？

The Great Barrier Reef is the largest coral reef system on earth. グレートバリアリーフは、地球上で最大のサンゴ礁です。

It is the only living thing visible from space. 宇宙から見える唯一の生物でもあります。

It is like a city under the sea. まるで海の中の街のようです。

About 1,500 kinds of fish and other small animals live there. 約1,500種類の魚や小動物が生息しています。

Dolphins, sea turtles and whales swim nearby. イルカやウミガメ、クジラも近くを泳いでいます。

The world's largest group of dugongs also lives around the reef. 世界最大のジュゴンの群れもリーフの周りに生息しています。

More than two million tourists come to see the Great Barrier Reef every year. 毎年、200万人以上の観光客がグレートバリアリーフを見に訪れます。

Two of the most popular things to do are scuba divings and snorkeling. その中でも特に人気な2つが、スキューバダイビングとシュノーケリングです。

Through these activities, tourists can enjoy their visit to the reef. これらのアクティビティを通して、観光客はサンゴ礁への訪問を楽しむことができます


