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【おさらい編】 マスクで接客 ご理解ください

２０２０年 ４月 ８日 （水）

【１】接客のときに基本的にマスクを着けないよ

うに通達を出している企業があるのは、どのよ

うな理由からですか。お客さんの声をもとに答

えましょう。

★★★

◆インフルエンザの流行などで、マスクが欠か

せない日々が続いています。お客さんと接す

る場では、マスク着用はどう受け止められてい

るのでしょうか。

きほんてき

【２】あなたは人と会うときには、マスクを着けますか、それとも着けませんか。その理由も書

きましょう。

ひ び せっ

きぎょう

（２０２０年２月１１日 読売新聞朝刊より）
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【おさらい編】 花いっぱいの大会に

２０２０年 ４月 ８日 （水）

【２】 メダリストへのブーケ

の贈呈は３大会ぶりに行

われます。東京五輪・パラ

リンピックでは、ブーケにど

のような思いを込めている

のでしょうか。説明しましょ

う。

（２０１９年１２月１９日読売新聞夕刊より）

★★★

◆東京五輪・パラリン

ピックのメダリストに贈

るブーケには東日本大

震災の被災地で育て

られた花々が使われる

ことになりました。

おく

ひがしにほん だい

しんさい ひ さい ち そだ

はなばな つか

とうきょう ごりん

【１】 メダリストに渡すブー

ケは何と呼ばれますか。

わた

なん よ

ぞうてい

【３】 大会で使われる花の名前を挙げましょう。また、

それらの花の特長は何ですか。

な まえ あ
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【２】企業が営業時間を短縮するのにはどんな意味がありますか。説明しましょう。

２０２０年 ４月 ８日 （水）

◆コンビニエンスストアや外食チェーンで、店舗数が減ったり、24時間営業

をやめたり、という動きが出てきました。

【おさらい編】 コンビニ・外食 省力化時代

（２０２０年１月２２日
読売新聞朝刊より）

★★★★

【１】コンビニエンスストアや外食チェーンでは、なぜ利
益を上げづらくなっているのでしょうか。その理由を２つ
書きましょう。

【３】働く人の負担をなくすためには、どのような工夫をしたらよいと思いますか。あなたの考え
を裏面に書きましょう。
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【おさらい編】Temporary housing complex razed 

２０２０年 ４月 ８日 （水）

（２０２０年１月２２日 The Japan Newsより）

◆東日本大震災の被災者が入居し、被災３県で

は最大規模の仮設住宅だった宮城県石巻市の

「大橋団地」で、解体作業が進んでいます。

Temporary housing：仮設住宅、complex：複合体、razed：取り壊された、quake-hit：被災した、victims：被災者、犠
牲者、being demolished：取り壊される、comprised：～で構成される、prefabricated：プレハブの、at the peak：ピー
ク時で、public restoration housing：災害公営住宅、eventually：最終的には、memorial service：追悼式、
commemorate：追悼する

【１】「大橋団地」について答えましょう。

★★★★

【発展問題】下線部を読んで、震災を風化させないためにわたしたちができることを考え、裏
面に日本語で書きましょう。

The largest temporary housing 

complex built for victims of the 

2011 Great East Japan 

Earthquake is being demolished in 

Ishinomaki, Miyagi Prefecture. 

The demolition work began in 

mid-December at the Ohashi 

housing complex, the biggest 

complex among quake-hit Iwate, 

Miyagi and Fukushima 

prefectures. The work is 

scheduled to last until the end of 

February. 

The complex comprised 540 

prefabricated housing units, with 

1,125 people living there at the 

peak. The number of residents 

had been decreasing as public 

restoration housing was 

completed, eventually reaching 

zero in August last year.

The government plans to end its 

annual memorial service held 

every March 11 to commemorate 

the quake victims next year, after 

the 10th anniversary of the quake. 

Temporary housing 

complex razed in 

quake-hit Ishinomaki

【２】「大橋団地」が解体されることになったのはなぜですか。英語で説明しましょう。

①仮設住宅の数 戸 ②ピーク時の住人の数 人
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・Good job. 上出来だ

・Congratulations.

おめでとう

【おさらい編】＜たのしい英語＞ Well done.

２０２０年 ４月 ８日 （水）

◆ミー太郎の魔球「ニャックルボール」。スト

ライクの入らない魔球の意味がようやく分か

り、打者も脱帽です。

Well done.
さすが。よくやった

★なぞってみよう★

はい まきゅう い み わ

Well done.

formidable：恐るべし、magic ball：魔球

intentional walk：敬遠

Good job. 

単語帳

よく「Well」やった「done」は、何かを成し遂げ

た相手を、ほめる時に使います。肉の焼き加

減では、完全に火が通った状態を指します。

たろう まきゅう

ウ ェ ル ダ ン

ウェル ダ ン なに な と

だ しゃ だつぼう

★★★

げん かんぜん ひ とお じょうたい さ

あいて とき つか にく や か

グ ッ ド ジョブ じょう で き

コ ン グ ラッチュ レ ーシ ョ ンズ

ボール。フォアボール！

大成功

恐るべき、敬遠魔球

さすが、猫ピッチャー

★こんな表現も使ってみよう★ニャッ

クル

ボール

おそ まきゅう

けいえん


