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◆救急車が現場に着くまでの時間に、遅れが出ています。その原因

と見られる「不急（急ぎではない）の１１９番」の調査が始まりました。

【おさらい編】 「不急１１９番」を調査

２０２０年 ４月 １ 日 （水）

（２
０
１
９
年
９
月
24
日

読
売
新
聞
朝
刊
よ
り
）

【１】「不急の１１９番」の例を、記事から探して二つ書きましょう。

【２】救急車の到着が遅れる理由を書きましょう。

【発展問題】なぜ、１１９番が増えているのでしょうか。あなたの考えを裏に書きましょう。

★★★
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【おさらい編】 車いすバスケのルール

２０２０年 ４月 １日 （水）

◆パラリンピックの中でも「車いすバス

ケットボール」は、スピード感や迫力の

ある人気種目です。ルールを勉強して

みましょう。

【１】車いすの特徴に合わせた「車いすバス
ケ」のルールを、説明しましょう。

点以内

【３】車いすバスケの持ち点制度は、何のためにあると思いますか。あなたの考えを書きま
しょう。

（２０１９年９月７日 読売新聞朝刊より）

【２】コート上でプレーする５選手の、障害

の程度による持ち点は何点ですか。

【発展学習】２０２０年東京パラリンピックでは、車いすバスケットのほかにも、「車いす○○」と
呼ぶ競技があります。調べて三つ書き、時間があれば、特有のルールやクラス分けなどを調
べましょう。

・
・
・

はくりょく

とくちょう

しょうがい けいちょう こう しゅ やく わり

しょうがい

てい ど

せい ど
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【おさらい編】 緒方貞子さん死去

２０２０年 ４月 １日 （水）

◆国連の難民高等弁務官などを務めた緒方貞

子さんが、９２歳で亡くなりました。

【１】緒方さんの「現場主義」を
具体的に説明している部分を、
「編集手帳」の中から抜き出し
ましょう。

写真は２０１３年９月９日撮影

【２】緒方さんはクルド人難民の救済で、
従来の原則を覆す決断をしています。ど
のような内容だったか、説明しましょう。

【３】女の子に「サダコ・オガタ」と親が名付けたのは、どのような気持ちからだったのでしょうか。
想像して書きましょう。

（２０１９年１０月３０日
読売新聞朝刊より）

★★★★
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２０２０年 ４月 １日 （水）

winner：受賞者、 Nobel Prize in Chemistry：ノーベル化学賞、pose for a photo：写真のポーズをとる、Stockholm：

ストックホルム、visit：訪問する、give a lecture :講義をする、honorary fellow：名誉フェロー、 Asahi Kasei：旭化成、

Corp：法人(corporationの略称)、won the prize with two other researchers：ほかの2人の研究者と受賞した、

development：開発、lithium-ion batteries：リチウムイオン電池、attend：出席する、the awards ceremony：授賞式、

concert hall：コンサートホール

◆ノーベル化学賞を

受賞した吉野彰さん

がストックホルムの学

校を訪問しました。

【３】 吉野さんがノーベル化学賞を受賞した理由を英語で書きましょう。

（２０１９年１２月 １１日
The Japan Newsより）

★★★★

【２】 この写真はどういう光景でしょうか。日本
語で説明しましょう。

Winning smile

Akira Yoshino, 71, a 

winner of this year's 

Nobel Prize in 

Chemistry, poses for 

a photo with students 

at a school in 

Stockholm that he 

visited to give a 

lecture on Monday.

【１】 吉野さんはどの分野のノーベル賞を受賞
しましたか。英語で書きましょう。

【おさらい編】 Winning smile

Yoshino, an honorary fellow of Asahi Kasei Corp., won the prize with two other 

researchers for the development of lithium-ion batteries. He was to attend the awards 

ceremony at a concert hall in Stockholm on Tuesday.

【発展問題】 吉野さんが受賞したノーベル賞以外の分野を英語で裏に書きましょう。

He won the prize for



サイン

©The Yomiuri Shimbun

年 組 （ ） 名前

教育関連情報は 「読売教育ネットワーク」で http://kyoiku.yomiuri.co.jp

【おさらい編】＜たのしい英語＞No problem.

２０２０年 ４月 １日 （水）

◆新しい魔球をミーちゃんと考える平野キャ

ッチャー。猫好きのバッターは絶対に打てな

い、すばらしい方法を考えたのですが…。

No problem.
大丈夫。

★なぞってみよう★

ねこず ぜったい う

No problem.

★あわせて覚えよう★

purr：ゴロゴロとのどを鳴らす、 cute：かわ
いい、on purpose：わざと、意識的に

Let's try it out.

単語帳

No problem.で「問題ない」という意味です。

「大丈夫」「気にしないで」「いいとも」「OKだ」

と言いたいときにも使えます。

あたら まきゅう かんが ひらの

ノー プロブレム

ノー プロブレム もんだい いみ

ほうほう かんが

★★★

だいじょうぶ

い つか

・ Let's try it out.

試してみてください。
ため

だいじょうぶ き オーケー

でも大丈夫。新しい
魔球の投げ方につい
て考えがあるんだ。

ミーちゃんがゴロゴロと
のどを鳴らしながら投げ
る魔球！ どう？

かわいい！

猫好きは絶対
打てないよ。

じゃあ、試してみて！

意識的にゴロゴロっ
てできないの？

えっ！？

レッツ トライ イット アウト


