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Today, we can see dogs all around, in our homes, in 

our neighborhoods and on TV.  In a pet shop, you will 

see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there 

are over 400 breeds in the world.  

In spite of their different appearances, they all 

belong to one animal species; canine.  Their common 

ancestor is the wolf.  It is said that human beings 

started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 

イヌは太古の時代から人間と深くかかわってきた動物です。

5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種

しゅ

の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。

DNA解析の研究により，イヌは約13万5000年前にオオカミから変異したという説が有力になっています。

Part1

古代エジプトの壁画に描かれたイヌ
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17

Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  

It is surprising that there are so many languages in the world. 

Let's TRY!
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

1-38

1-39
（ポーズつき）

1-58
（速読み）
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40
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1-42
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too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.
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2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?
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Dogs as Human Companions
本 課 の 概 要

【本文内容】イヌには多様な品種が見られるが，生
物としては1つの種

しゅ

に属する。長い年月人間と共
生する中で，さまざまな犬種が発達したのである。
イヌは今ではさまざまな社会的役割を果たし，人
間の伴侶とみなされている。
【言語材料】形式主語 it（that節や to不定詞を指す
もの）の復習／過去完了形の復習／分詞構文（現在
分詞）の復習
【本文語数】293語【新語】40語【配当】6～8時間
【進度案】（6時間配当の場合）①レッスン全体の導
入／②Part 1本文～活動／③Part 2本文～活動／
④Part 3本文～活動／⑤pp.22-23／⑥発展的コ
ミュニケーション活動
（8時間配当の場合）①レッスン導入～Part 1本文
／②Part 1活動／③Part 2本文／④Part 2活動／
⑤Part 3本文／⑥Part 3活動／⑦p.22／⑧p.23

Lesson 2 【教科書 pp.15-24】

本 課 の ね ら い

■ 題材のねらい
　私たち人間にとって，イヌは今や単なるペット
ではなく，家族の一員として受け入れられている。
忠犬ハチ公の例にもあるように，イヌは「最も忠実
な動物」として愛されており，人間にとって非常に
身近な存在であることに疑いの余地はない。
　ここでは，イヌの歴史を振り返り，イヌがいかに
太古の時代から人間と深く関わってきたかを理解
させる。また，代表的なイヌを例に挙げながら，さ
まざまなイヌの品種がどのように生まれてきたか
を考えさせることも必要である。同時に，イヌは今
日いろいろな場面で活躍しているが，ストレスの
多い現代社会において，イヌが人間にとって癒し
の存在になっていることも忘れてはならない。イ
ヌが家族の一員とみなされているからこそ，ペッ
トロス症候群やペット葬の話題が注目されている
と思われる。
　イヌと並んで代表的なペットであるネコとも比
較しながら，ペットと人間との関係を生徒が考え

る機会としたい。
■ 言語材料について
　形式主語構文，過去完了形，分詞構文を扱う。い
ずれもCommunication I 既習事項の復習である。
　形式主語 itは，that節を指すものと to不定詞を
指すものの両方を復習する。
　過去完了形は〈had＋過去分詞〉で表し，過去形
以前の時制であることを再度認識させたい。また，
現在完了形と同様に3つの用法があることも確認
させたい。
　分詞構文では，とくに現在分詞で始まる分詞構
文の形を復習する。「時」や「理由」や「付帯状況」
など，さまざまな意味を表すことができる分詞構
文の形と意味を再度確認させたい。
■ 言語活動について
　上記の言語材料を用いた自己表現を目指した
活動をパートごとの〈Let’s Try!〉で取り上げた。
Speaking，Listening，Writing活動につなげたい。
また，〈Let’s Communicate!〉も，コミュニケーショ
ンを深めながら形式主語を繰り返し使わせる活動
となっている。
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■ 導入の実例
 T: Do you have any pets?
 Ss: Yes! / No!
 T: How many of you have pets?  Raise your 

hands, please.  （手を挙げさせる）All right!  
Thank you!

 T: What kind of pets do you have, S1? 
 S1: I have a cat.
 S2: I have a rabbit.
 T: OK!  Thank you, S1 and S2.  How about you, 

S3?
 S3: Well, I have three dogs.
 T: Wow!  Three dogs?
 S3: Yeah!  I like dogs very much.
 T: I see.  Thank you, S3.  OK, everyone!  How 

many of you have dogs?  （手を挙げさせる）
What kind of dog do you have, S4?

 S4: I have a Chihuahua. 
 T: （写真を見せる）It looks so cute.  Thank you, 

S4.  What about you, S5?
 S5: I have a Saint Bernard.
 T: Really?  （写真を見せる）You have a big dog, 

don’t you?  Thank you, S5.  How about you, 
S6? 

 S6: I have a Border Collie.
 T: （写真を見せる）It is good at jumping.  Thank 

you so much, S6.  As you know, there are 
various kinds of dogs nowadays.  How many 
breeds are there?

 Ss: I have no idea.
 T: There are more than 400 breeds. 
 Ss: So many? / That’s unbelievable!
 T: So dogs are very good friends to us humans.  

And they have been friendly with us for a 
long time.  By the way, do you know what 
the ancestors of dogs are?

 Ss: Maybe wolves?
 T: That’s right!  （写真を見せながら）Wolves 

have been changed into dogs.  Today, we can 
see dogs everywhere, can’t we? 

 Ss: Yes!  Even in hospitals.
 T: You’re right.  I’d like you to know more 

about dogs.  Now let’s read about them.  

と び ら 解 説

■ タイトルと写真について
　Dogs as Human Companionsというタイトル
は，人間とイヌの関係がいかに密接であるかを示
唆している。ここから本課の内容を推測させてみ
たい。companionは，「仲間，友だち，話し相手」と
いう意味で，friendとの意味の違いを指導したい。
　写真は，海難救助犬の訓練の様子であり，Part 2
本文の内容につながっている。
■ とびら写真の英語での描写例
   A rescue dog is jumping into the sea from the 
helicopter.  Probably he or she is trying to help 
someone drowning or people who are in the 
sinking boat or ship.  This is how dogs play an 
important role in our society.
■ とびらを使った生徒への発問例
・ Where is the dog?
 － It is above the sea.
・ What is the dog doing?
 － It is jumping into the sea.
・ What is such kind of dog called?
 － It is called a  rescue dog.
・ What kind of dogs do you know?
 －  I know such dogs as guide dogs, police 

dogs and rescue dogs.
・ Do you have any pets?
 －Yes, I do. / No, I don’t.
・ Which do you like better, dogs or cats?  And 

tell me the reason.
 －  I like dogs better than cats because I think 

dogs are more faithful than cats.
 －  I like cats better because they are easier to 

keep than dogs.  

Oral introduction 案例

■ ねらい
　Lesson 2第1時間目に，Lesson全体の内容を概
観する。
■ 準備するもの
　オオカミの写真や絵，さまざまな品種のイヌの
写真（ブルドッグやビーグルなど），漫画のキャラ
クター（スヌーピーやホームズなど），セラピードッ
グの写真や動画
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Dogs as Human Companions
本 課 の 概 要

【本文内容】イヌには多様な品種が見られるが，生
物としては1つの種

しゅ

に属する。長い年月人間と共
生する中で，さまざまな犬種が発達したのである。
イヌは今ではさまざまな社会的役割を果たし，人
間の伴侶とみなされている。
【言語材料】形式主語 it（that節や to不定詞を指す
もの）の復習／過去完了形の復習／分詞構文（現在
分詞）の復習
【本文語数】293語【新語】40語【配当】6～8時間
【進度案】（6時間配当の場合）①レッスン全体の導
入／②Part 1本文～活動／③Part 2本文～活動／
④Part 3本文～活動／⑤pp.22-23／⑥発展的コ
ミュニケーション活動
（8時間配当の場合）①レッスン導入～Part 1本文
／②Part 1活動／③Part 2本文／④Part 2活動／
⑤Part 3本文／⑥Part 3活動／⑦p.22／⑧p.23

Lesson 2 【教科書 pp.15-24】

本 課 の ね ら い

■ 題材のねらい
　私たち人間にとって，イヌは今や単なるペット
ではなく，家族の一員として受け入れられている。
忠犬ハチ公の例にもあるように，イヌは「最も忠実
な動物」として愛されており，人間にとって非常に
身近な存在であることに疑いの余地はない。
　ここでは，イヌの歴史を振り返り，イヌがいかに
太古の時代から人間と深く関わってきたかを理解
させる。また，代表的なイヌを例に挙げながら，さ
まざまなイヌの品種がどのように生まれてきたか
を考えさせることも必要である。同時に，イヌは今
日いろいろな場面で活躍しているが，ストレスの
多い現代社会において，イヌが人間にとって癒し
の存在になっていることも忘れてはならない。イ
ヌが家族の一員とみなされているからこそ，ペッ
トロス症候群やペット葬の話題が注目されている
と思われる。
　イヌと並んで代表的なペットであるネコとも比
較しながら，ペットと人間との関係を生徒が考え

る機会としたい。
■ 言語材料について
　形式主語構文，過去完了形，分詞構文を扱う。い
ずれもCommunication I 既習事項の復習である。
　形式主語 itは，that節を指すものと to不定詞を
指すものの両方を復習する。
　過去完了形は〈had＋過去分詞〉で表し，過去形
以前の時制であることを再度認識させたい。また，
現在完了形と同様に3つの用法があることも確認
させたい。
　分詞構文では，とくに現在分詞で始まる分詞構
文の形を復習する。「時」や「理由」や「付帯状況」
など，さまざまな意味を表すことができる分詞構
文の形と意味を再度確認させたい。
■ 言語活動について
　上記の言語材料を用いた自己表現を目指した
活動をパートごとの〈Let’s Try!〉で取り上げた。
Speaking，Listening，Writing活動につなげたい。
また，〈Let’s Communicate!〉も，コミュニケーショ
ンを深めながら形式主語を繰り返し使わせる活動
となっている。
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■ 導入の実例
 T: Do you have any pets?
 Ss: Yes! / No!
 T: How many of you have pets?  Raise your 

hands, please.  （手を挙げさせる）All right!  
Thank you!

 T: What kind of pets do you have, S1? 
 S1: I have a cat.
 S2: I have a rabbit.
 T: OK!  Thank you, S1 and S2.  How about you, 

S3?
 S3: Well, I have three dogs.
 T: Wow!  Three dogs?
 S3: Yeah!  I like dogs very much.
 T: I see.  Thank you, S3.  OK, everyone!  How 

many of you have dogs?  （手を挙げさせる）
What kind of dog do you have, S4?

 S4: I have a Chihuahua. 
 T: （写真を見せる）It looks so cute.  Thank you, 

S4.  What about you, S5?
 S5: I have a Saint Bernard.
 T: Really?  （写真を見せる）You have a big dog, 

don’t you?  Thank you, S5.  How about you, 
S6? 

 S6: I have a Border Collie.
 T: （写真を見せる）It is good at jumping.  Thank 

you so much, S6.  As you know, there are 
various kinds of dogs nowadays.  How many 
breeds are there?

 Ss: I have no idea.
 T: There are more than 400 breeds. 
 Ss: So many? / That’s unbelievable!
 T: So dogs are very good friends to us humans.  

And they have been friendly with us for a 
long time.  By the way, do you know what 
the ancestors of dogs are?

 Ss: Maybe wolves?
 T: That’s right!  （写真を見せながら）Wolves 

have been changed into dogs.  Today, we can 
see dogs everywhere, can’t we? 

 Ss: Yes!  Even in hospitals.
 T: You’re right.  I’d like you to know more 

about dogs.  Now let’s read about them.  

と び ら 解 説

■ タイトルと写真について
　Dogs as Human Companionsというタイトル
は，人間とイヌの関係がいかに密接であるかを示
唆している。ここから本課の内容を推測させてみ
たい。companionは，「仲間，友だち，話し相手」と
いう意味で，friendとの意味の違いを指導したい。
　写真は，海難救助犬の訓練の様子であり，Part 2
本文の内容につながっている。
■ とびら写真の英語での描写例
   A rescue dog is jumping into the sea from the 
helicopter.  Probably he or she is trying to help 
someone drowning or people who are in the 
sinking boat or ship.  This is how dogs play an 
important role in our society.
■ とびらを使った生徒への発問例
・ Where is the dog?
 － It is above the sea.
・ What is the dog doing?
 － It is jumping into the sea.
・ What is such kind of dog called?
 － It is called a  rescue dog.
・ What kind of dogs do you know?
 －  I know such dogs as guide dogs, police 

dogs and rescue dogs.
・ Do you have any pets?
 －Yes, I do. / No, I don’t.
・ Which do you like better, dogs or cats?  And 

tell me the reason.
 －  I like dogs better than cats because I think 

dogs are more faithful than cats.
 －  I like cats better because they are easier to 

keep than dogs.  

Oral introduction 案例

■ ねらい
　Lesson 2第1時間目に，Lesson全体の内容を概
観する。
■ 準備するもの
　オオカミの写真や絵，さまざまな品種のイヌの
写真（ブルドッグやビーグルなど），漫画のキャラ
クター（スヌーピーやホームズなど），セラピードッ
グの写真や動画
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■ リード文　イヌは太古の時代から人間と深く
関わってきた動物です。

　具体的な年代については，It is said that human 
beings started living with wolves about 12,000 
years ago. (ll.7-9) と説明されている。約12,000
年も前の氷河期から人間とともに暮らしてきたこ
とがわかる。
■ 新出語彙とその発音
2.  neighborhood　「近所」という意味。ghは黙
字で，発音しないよう留意させたい。

6.  species　「種」という意味で，常に複数形で用
いられる。2つの -e- は/i\/ と長く発音するよ
うに注意させる。

10. wolf　複数形がwolvesとなることに注意を
喚起する。/w/ の音は，口を尖らせて出すように
するとよい。

■ 脚注・読みのヒント
6.   one animal species と 同格の語句（canine）へ
の言いかえを導く役割をしている。

11. Even in the remains of ancient Egypt　「古
代エジプトの遺跡からさえも」。古代エジプト時
代という古い時代から共存していた事実を強め
ている。

Part 1　学 習 の ね ら い

・ イヌが太古の時代から人間と深く関わってきた
ことを理解する。

・ 形式主語 itの用法を理解し，使えるようにする。
・ 形式主語 itを用いて，自分の考えを表現する。

本 文 訳 例

　今日，家庭やとなり近所，テレビなど至る所で，
イヌを見ることができます。ペットショップでは，
さまざまな大きさ，形，色のイヌを目にすることが
できるでしょう。現在，世界で400を超える犬種が
あります。
　イヌの容貌はそれぞれ異なっていますが，すべ
てのイヌは1つの動物種であるイヌ科に属してい
ます。彼らの共通の祖先は，オオカミです。人類は
約12,000年前の氷河期にオオカミと生活し始めた
と言われています。それ以来，オオカミは徐々に野
性を失い，イヌに変化しました。古代エジプトの遺
跡からも，イヌと人間が共生していた証拠がうか
がえます。

Part 1　Oral introduction 例

   Do you have a dog?  （生徒挙手）Some people 
have dogs and others don’t.  And how many 
breeds are there?  （イヌを飼っている生徒を指名
して応答を求める）And about how many years 
ago did dogs start living with humans?  Please 
make a guess!（生徒を指名して応答を求める）
   It is said that there are more than 400 breeds of 
dogs in the world and that we started living with 
dogs about 12,000 years ago.
   Now let’s learn about the history of dogs 
together. 

本 文 解 説

2-3.	 In	a	pet	shop,	you	will	see	dogs	in	many	
sizes,	shapes	and	colors.	
　世界最小とされる犬種のチワワ（Chihuahua）は，
体高20cm前後だが，世界最大とされるグレート
デーン（Great Dane）の体高は70cmを超える。同
じCanis lupusという種の中で，実に3倍以上の体
高差である。体重という視点でみても，数百gの犬
種がいる一方で，100kgにせまる犬種もいる。猫種
にはここまでの差はない。そもそも同じ種であり
ながら，体高で3倍，体重で数百倍という差がある

（教科書 p.16）
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　lost	wildness　人に飼いならされて野生でなく
なった，人なれして荒々しさを失ったという意味
であるが，簡潔に「野性を失った」と訳してよい。
　change	into	〜「～に変化する，変化して～になる」。
e.g. The rain changed into snow.「雨は雪に変わ
っていった」

11-14.	 Even	in	the	remains	of	ancient	Egypt	
we	can	see	evidence	that	dogs	and	humans	
lived	together.
　remains＝parts which are left (LDCE)「遺
跡」。常に複数形。
　氷河期初期のイヌの骨がときおり遺跡から発掘
されている。マスチフ（mastiff）やグレイハウンド
（greyhound）のような独特のイヌの品種を作り出
したのは，古代エジプトや西アジアの人々だった。
ローマ時代になると，今日知られているさまざま
な形や大きさのイヌのほとんどがすでに存在して
いた。このことは出土した骨はもとより，とくにこ
うした動物を驚くほど詳細に描写した彫像，絵画
などの美術作品によってもわかる。古代の世界で
は，イヌは狩猟犬，牧畜犬，番犬，スポーツ犬，さ
らには今日と同じく人間の友として飼われた。
　that　同格の意味を表す接続詞で，後ろから前
の名詞にかけて「～という…」のように訳す。
Leeson 5 Part 1のGrammar で深く扱うので，こ
こでは軽い扱いにとどめてよい。
e.g. The news that he suddenly died made us 

very sad.「彼が突然死んだという知らせを聞い
て，私たちは非常に悲しんだ」

Part 1　要 約 例

   We humans are very familiar with dogs in 
our daily lives.  Although they have more 
breeds compared with cats, they belong to one 
animal species.  They say that humans began 
living with wolves, which are dogs’ common 
ancestors, about 12,000 years ago.   Even now, 
we can see evidence that dogs and humans lived 
together.
■ まとめの発問例
1.  Are dogs familiar to us humans?
2.  Do all dogs have the same appearance?
3.  When did humans start to live with wolves?
4.  Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

生物は，ほかに類を見ない。
3-4.	 Now,	 there	are	over	400	breeds	 in	 the	
world.	
　over	〜＝more than ～「～より上」。「～」の数
量を含まないので，「以上」にはあたらないが，日
常的な表現の訳としては差し支えない場合も多
い（『新英和大辞典』）。「～以上」を表す場合は，～
and over, ～ or moreなど。
e.g. children of five years and over [up]「5歳以
上の子ども」
　イヌとネコの大きな違いのひとつが，その多様
性である。イヌは，その血統を管理している国際畜
犬連盟（FCI）に公認されている犬種だけでも，約
340種に及ぶとされ，非公認種を入れれば700を
超える犬種が存在するという。それに対し，ネコに
関する同様の組織である猫登録協会（CFA）が公
認している猫種は50種に満たない。
5-6.	 In	 spite	of	 their	different	appearances,	
they	 all	 belong	 to	 one	 animal	 species;	
canine.	
　in	spite	of	〜＝despite ～「～にもかかわらず」。
e.g. In spite of its ugly look, the dish was very 

tasty.「見た目はひどかったにもかかわらず，そ
の料理はとても美味しかった」
　belong	 to	〜「～に所属している」。進行形にで
きない動詞であることを再認識させたい。
e.g. I belong to the music club.「私は音楽部員だ」
6.		 Their	common	ancestor	is	the	wolf.	
　ancestor: a person, especially one living a 
long time ago, from whom another is descended 
(LDCE)「祖先」。反意語は，descendant「子孫」。
7-9.	 It	 is	 said	 that	 human	beings	 started	
living	with	wolves	about	12,000	years	ago,	
in	the	Ice	Age.
　形式主語を用いた構文。Grammar解説参照。
　the	wolf「（種の総称としての）オオカミ」。オオ
カミはあらゆるイエイヌの祖先であり，人間が人
に慣れたオオカミと身近に暮らし始めたのは，今
から12,000以上前の最後の氷河期である。
　12,000＝ twelve thousandと読む。大きな数を
読むときは，3桁ごとのカンマで区切って考えるの
がコツとなる。
9-11.	 Since	 then,	wolves	gradually	 lost	 their	
wildness	and	changed	into	dogs.
　then「その時」。ここでは the Ice Age（氷河期）
を指している。
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■ リード文　イヌは太古の時代から人間と深く
関わってきた動物です。

　具体的な年代については，It is said that human 
beings started living with wolves about 12,000 
years ago. (ll.7-9) と説明されている。約12,000
年も前の氷河期から人間とともに暮らしてきたこ
とがわかる。
■ 新出語彙とその発音
2.  neighborhood　「近所」という意味。ghは黙
字で，発音しないよう留意させたい。

6.  species　「種」という意味で，常に複数形で用
いられる。2つの -e- は/i\/ と長く発音するよ
うに注意させる。

10. wolf　複数形がwolvesとなることに注意を
喚起する。/w/ の音は，口を尖らせて出すように
するとよい。

■ 脚注・読みのヒント
6.   one animal species と 同格の語句（canine）へ
の言いかえを導く役割をしている。

11. Even in the remains of ancient Egypt　「古
代エジプトの遺跡からさえも」。古代エジプト時
代という古い時代から共存していた事実を強め
ている。

Part 1　学 習 の ね ら い

・ イヌが太古の時代から人間と深く関わってきた
ことを理解する。

・ 形式主語 itの用法を理解し，使えるようにする。
・ 形式主語 itを用いて，自分の考えを表現する。

本 文 訳 例

　今日，家庭やとなり近所，テレビなど至る所で，
イヌを見ることができます。ペットショップでは，
さまざまな大きさ，形，色のイヌを目にすることが
できるでしょう。現在，世界で400を超える犬種が
あります。
　イヌの容貌はそれぞれ異なっていますが，すべ
てのイヌは1つの動物種であるイヌ科に属してい
ます。彼らの共通の祖先は，オオカミです。人類は
約12,000年前の氷河期にオオカミと生活し始めた
と言われています。それ以来，オオカミは徐々に野
性を失い，イヌに変化しました。古代エジプトの遺
跡からも，イヌと人間が共生していた証拠がうか
がえます。

Part 1　Oral introduction 例

   Do you have a dog?  （生徒挙手）Some people 
have dogs and others don’t.  And how many 
breeds are there?  （イヌを飼っている生徒を指名
して応答を求める）And about how many years 
ago did dogs start living with humans?  Please 
make a guess!（生徒を指名して応答を求める）
   It is said that there are more than 400 breeds of 
dogs in the world and that we started living with 
dogs about 12,000 years ago.
   Now let’s learn about the history of dogs 
together. 

本 文 解 説

2-3.	 In	a	pet	shop,	you	will	see	dogs	in	many	
sizes,	shapes	and	colors.	
　世界最小とされる犬種のチワワ（Chihuahua）は，
体高20cm前後だが，世界最大とされるグレート
デーン（Great Dane）の体高は70cmを超える。同
じCanis lupusという種の中で，実に3倍以上の体
高差である。体重という視点でみても，数百gの犬
種がいる一方で，100kgにせまる犬種もいる。猫種
にはここまでの差はない。そもそも同じ種であり
ながら，体高で3倍，体重で数百倍という差がある

（教科書 p.16）
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Lesson 2 教科書 p.16

　lost	wildness　人に飼いならされて野生でなく
なった，人なれして荒々しさを失ったという意味
であるが，簡潔に「野性を失った」と訳してよい。
　change	into	〜「～に変化する，変化して～になる」。
e.g. The rain changed into snow.「雨は雪に変わ
っていった」

11-14.	 Even	in	the	remains	of	ancient	Egypt	
we	can	see	evidence	that	dogs	and	humans	
lived	together.
　remains＝parts which are left (LDCE)「遺
跡」。常に複数形。
　氷河期初期のイヌの骨がときおり遺跡から発掘
されている。マスチフ（mastiff）やグレイハウンド
（greyhound）のような独特のイヌの品種を作り出
したのは，古代エジプトや西アジアの人々だった。
ローマ時代になると，今日知られているさまざま
な形や大きさのイヌのほとんどがすでに存在して
いた。このことは出土した骨はもとより，とくにこ
うした動物を驚くほど詳細に描写した彫像，絵画
などの美術作品によってもわかる。古代の世界で
は，イヌは狩猟犬，牧畜犬，番犬，スポーツ犬，さ
らには今日と同じく人間の友として飼われた。
　that　同格の意味を表す接続詞で，後ろから前
の名詞にかけて「～という…」のように訳す。
Leeson 5 Part 1のGrammar で深く扱うので，こ
こでは軽い扱いにとどめてよい。
e.g. The news that he suddenly died made us 

very sad.「彼が突然死んだという知らせを聞い
て，私たちは非常に悲しんだ」

Part 1　要 約 例

   We humans are very familiar with dogs in 
our daily lives.  Although they have more 
breeds compared with cats, they belong to one 
animal species.  They say that humans began 
living with wolves, which are dogs’ common 
ancestors, about 12,000 years ago.   Even now, 
we can see evidence that dogs and humans lived 
together.
■ まとめの発問例
1.  Are dogs familiar to us humans?
2.  Do all dogs have the same appearance?
3.  When did humans start to live with wolves?
4.  Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

生物は，ほかに類を見ない。
3-4.	 Now,	 there	are	over	400	breeds	 in	 the	
world.	
　over	〜＝more than ～「～より上」。「～」の数
量を含まないので，「以上」にはあたらないが，日
常的な表現の訳としては差し支えない場合も多
い（『新英和大辞典』）。「～以上」を表す場合は，～
and over, ～ or moreなど。
e.g. children of five years and over [up]「5歳以
上の子ども」
　イヌとネコの大きな違いのひとつが，その多様
性である。イヌは，その血統を管理している国際畜
犬連盟（FCI）に公認されている犬種だけでも，約
340種に及ぶとされ，非公認種を入れれば700を
超える犬種が存在するという。それに対し，ネコに
関する同様の組織である猫登録協会（CFA）が公
認している猫種は50種に満たない。
5-6.	 In	 spite	of	 their	different	appearances,	
they	 all	 belong	 to	 one	 animal	 species;	
canine.	
　in	spite	of	〜＝despite ～「～にもかかわらず」。
e.g. In spite of its ugly look, the dish was very 

tasty.「見た目はひどかったにもかかわらず，そ
の料理はとても美味しかった」
　belong	 to	〜「～に所属している」。進行形にで
きない動詞であることを再認識させたい。
e.g. I belong to the music club.「私は音楽部員だ」
6.		 Their	common	ancestor	is	the	wolf.	
　ancestor: a person, especially one living a 
long time ago, from whom another is descended 
(LDCE)「祖先」。反意語は，descendant「子孫」。
7-9.	 It	 is	 said	 that	 human	beings	 started	
living	with	wolves	about	12,000	years	ago,	
in	the	Ice	Age.
　形式主語を用いた構文。Grammar解説参照。
　the	wolf「（種の総称としての）オオカミ」。オオ
カミはあらゆるイエイヌの祖先であり，人間が人
に慣れたオオカミと身近に暮らし始めたのは，今
から12,000以上前の最後の氷河期である。
　12,000＝ twelve thousandと読む。大きな数を
読むときは，3桁ごとのカンマで区切って考えるの
がコツとなる。
9-11.	 Since	 then,	wolves	gradually	 lost	 their	
wildness	and	changed	into	dogs.
　then「その時」。ここでは the Ice Age（氷河期）
を指している。
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Lesson 2    Dogs as Human Companions    Part 1    小テスト 

    組     番  氏 名            

A．次の英語を日本語にしなさい。 
(1)   neighborhood (                ) 
(2)   breed［名詞］ (                ) 
(3)   appearance   (                ) 
(4)   canine  (                ) 
(5)   wolf  (                ) 
(6)   gradually  (                ) 
(7)   evidence  (                ) 
 
B．次の日本語を英語にしなさい。 
(1)   形       (                ) 
(2)   属する  (                ) 
(3)   種・種類［sで始まる語］(                ) 
(4)   共通の［cで始まる語］(                ) 
(5)   祖先  (                ) 
(6)   野生  (                ) 
(7)   遺跡  (                ) 
 
C．(     )内に適切な語を1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしなさい。 
(1)  There are many pigeons (            )(            ) the park. 
     その公園の至る所にたくさんの鳩がいます。 
(2)  (            )(            )(            ) the rain, they went out. 
     雨にもかかわらず，彼らは出かけました。 
(3)  (            )(            )(            ) that his sister is smart. 
     彼の姉は賢いと言われています。 
(4)  It (             )(            )(            ) stay at home all day. 
     一日中家にいるのはつまらない。 
(5)  Human beings (            )(            ) fire to live. 
     人類は生活するために火を使い始めました。 
(6)  Caterpillars (            )(            ) butterflies.  
     ケムシはチョウに変化します。 
 
 
 
  
 

指導書（ワークシート・評価問題編／小テスト）紙面紹介

新出語句と文法事項の定着
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Lesson 2 Dogs as Human Companions リスニング問題 
   組    番  氏 名              

1. それぞれの問いについて対話を聞き，答えとして最も適切なものを，①～④から選んで答えなさい。【CD7-8,9】 
 
(A) What does the man think about the woman’s dog?   
① He thinks she should train it to be a guide dog.   
② He thinks her dog isn’t smart.   
③ He thinks you don’t really need to train some dogs.   
④ He thinks she should have trained it from an early age.                              （    ） 
 
(B) According to the woman, what can therapy dogs do?   
① They can help sick people get better.   
② They can help sick people give comfort to each other.   
③ They can help sick people feel better.   
④ They can help doctors who are treating sick people.                                  （    ） 
 
 

2. これから流れる英語を聞いて，それぞれの問いの答えとして最も適当なものを，①～④から選んで答えなさい。 

【CD7-10】 

(A) Which picture shows an early human and dog activity?                              （    ）  
① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 
 
(B) How old are most breeds of dog?   
① A hundred years old.   
② Many hundreds of years old.   
③ A few hundred years old.  
④ About 800 years old.                                                              （    ） 
 
(C) How many dogs are there in the world? 
① About 400 million.   
② About 4 million.   
③ About 40 million.   
④ About 400 billion.                                                                （    ） 
 

指導書（ワークシート・評価問題編／リスニング問題）紙面紹介

本文のトピックスに関連した問題を Lesson ごとに収録

指
導
書
紹
介
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Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 A 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world. 
  ②In (    ) of their different appearances, they all ③(    ) one animal species; canine.  Their 
common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④started live with wolves about 12,000 
years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤changed (    ) dogs.  
Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived together. 
 
1. 下線部①に入れるのに最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. by   イ. for    ウ. of    エ. on 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. spite      イ. time     ウ. favor   エ. place 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように最も適切な語句を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. become to  イ. belong to   ウ. belong by  エ. become by 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように次の動詞を最も適切な形(1語)にしなさい。 
   live ---> (            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. to       イ. for        ウ. into      エ. through 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Over time, people have developed various breeds to ②(    ) with humans’ lifestyles.  The bulldog, 
for example, ③(    ) in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  The 
beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ④and so (    ).  ⑤They have come to co-exist with people according to their specific characters. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. そのうちに   イ. 時がたつにつれて   ウ. ずっとのちに   エ. すぐに 
 
2. 下線部②が「～に適合する」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. match           イ. fit          ウ. come          エ. go 
 
3. 下線部③に入れるのに最も適切な語句を次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. has been used   イ. have been used   ウ. were used   エ. had been used 
 

4. 下線部④が「～など」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で選びなさい。 
  (    )    ア. off  イ. of  ウ. on   エ. from 
 
5. 下線部⑤が指すものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )    ア. people   イ. dogs   ウ. pets    エ. society 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②more (    ) more 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are ③apparently regarded not just as 
pets but as family members.  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  ④Such 
dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
⑥understand their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 昔は   イ. 現在では    ウ. 最近では   エ. 将来は 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. or      イ. but       ウ. that        エ. and 
 
3. 下線部③の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. 明らかに      イ. あいまいに        ウ. 人々に         エ. 単に 
 
4. 下線部④が指す犬とはどんな犬か，最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 人々の身体を治すことができる犬    イ. 人々と遊ぶことができる犬 
           ウ. 人々と散歩することができる犬     エ. 人々の心を癒すことができる犬 
 
5. 下線部⑤の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 今後(は)       イ. すぐに   ウ. 今までは    エ. いつでも 
 
6. 下線部⑥の動詞を文脈に最も合う形(1語)にしなさい。 
   understand ---> (                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 B 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 

 Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world.    
②(    )(    )(    ) their different appearances, they all ③(    )(    ) one animal species; canine. 

Their common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④(    )(    ) with wolves about 
12,000 years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤(    )(    ) 
dogs.  ⑥Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived 
together. 
 
1. 下線部①に適切な前置詞を1つ入れなさい。 
   (            ) 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
6. 下線部⑥を日本語になおしなさい。 
   (                                                                                          ) 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①(    )(    ), people have developed various breeds to ②(    )(    ) humans’ lifestyles.  The 
bulldog, for example, ③be used in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  
The beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  ④That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ⑤and (    )(    ).  ⑥They have come to co-exist with people according to their specific 
characters. 
 
1. 下線部①が「時がたつにつれて」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
  (             )(            ) 
 
 

指導書（ワークシート・評価問題編／総合問題A・B）紙面紹介

【総合問題 B】
総合問題 A よりやや
難易度の高い出題例

選択式
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4. 下線部④が「～など」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で選びなさい。 
  (    )    ア. off  イ. of  ウ. on   エ. from 
 
5. 下線部⑤が指すものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )    ア. people   イ. dogs   ウ. pets    エ. society 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②more (    ) more 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are ③apparently regarded not just as 
pets but as family members.  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  ④Such 
dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
⑥understand their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 昔は   イ. 現在では    ウ. 最近では   エ. 将来は 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. or      イ. but       ウ. that        エ. and 
 
3. 下線部③の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. 明らかに      イ. あいまいに        ウ. 人々に         エ. 単に 
 
4. 下線部④が指す犬とはどんな犬か，最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 人々の身体を治すことができる犬    イ. 人々と遊ぶことができる犬 
           ウ. 人々と散歩することができる犬     エ. 人々の心を癒すことができる犬 
 
5. 下線部⑤の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 今後(は)       イ. すぐに   ウ. 今までは    エ. いつでも 
 
6. 下線部⑥の動詞を文脈に最も合う形(1語)にしなさい。 
   understand ---> (                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 B 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 

 Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world.    
②(    )(    )(    ) their different appearances, they all ③(    )(    ) one animal species; canine. 

Their common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④(    )(    ) with wolves about 
12,000 years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤(    )(    ) 
dogs.  ⑥Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived 
together. 
 
1. 下線部①に適切な前置詞を1つ入れなさい。 
   (            ) 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
6. 下線部⑥を日本語になおしなさい。 
   (                                                                                          ) 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①(    )(    ), people have developed various breeds to ②(    )(    ) humans’ lifestyles.  The 
bulldog, for example, ③be used in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  
The beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  ④That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ⑤and (    )(    ).  ⑥They have come to co-exist with people according to their specific 
characters. 
 
1. 下線部①が「時がたつにつれて」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
  (             )(            ) 
 
 

2. 下線部②が「～に適合する」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
3. 下線部③のbe usedを文法的に正しい形（3語）にしなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
4. 下線部④，⑥を日本語になおしなさい。ただし，⑥はTheyが表すものを明らかにすること。 
   ④ (                                                                                      ) 
   ⑥ (                                                                                      ) 
 
5. 下線部⑤が「～など」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②(    )(    )(    ) 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are apparently regarded ③(family 
members/just/ not/ but/ as/ as/ pets).  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  
④Such dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
understanding their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①，⑤を日本語になおしなさい。 
   ① (                                                                               ) 
   ⑤ (                                                                               ) 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「単なるペットとしてだけではなく家族の一員として」という意味になるように，（  ）内

の語を並べかえなさい。 
  Dogs are apparently regarded（                               ） 
 
4. 下線部④のSuch dogsはどのような犬を指しますか。日本語で説明しなさい。 
    (                                                                                  ) 
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Lesson 2    Dogs as Human Companions    復習問題 
 

   組    番  氏 名              

 
 １  次の問い（A～B）に答えなさい。 
 
A 下線部の発音がほかの3つと異なるものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選んで答えなさい。 
(1) ① fit         ② spite     ③ actively    ④ ability       1      
(2) ① species  ② delicious ③ action    ④ slice         2      
(3) ① wolf  ② hurry   ③ look    ④ pull       3      
(4) ① reminder  ② pain    ③ remain ④ sale          4      
(5) ① strengthen  ② wrong    ③ something     ④ singer        5      
(6) ① gentleness  ② major   ③ regard    ④ bridge       6      
 
B 第一アクセント（第一強勢）の位置がほかの3つと異なるものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選
んで答えなさい。 

(7) ① companion  ② appearance ③ society  ④ actively      7      
(8) ① example    ② different  ③ ancestor ④ evidence      8      
(9) ① develop  ② specific  ③ character ④ according       9      
(10) ① lifestyle    ② baseball  ③ member ④ regard       10     
(11) ① characteristic ② individual   ③ congratulation ④ communication     11     
(12) ① apparently    ② especially ③ recently ④ originally      12     
 
 ２  次の 13  ～  18 に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選んで答

えなさい。 
(1)  13  of the heavy snow, she arrived at the station on time. 
① Spite  ② In spite ③ On spite ④ For spite           13     

(2) This sofa doesn’t  14  in the room because it’s too big. 
① meet      ② suit    ③ like    ④ fit           14     

(3) He  15  me as a special guest at the party. 
① treated  ② remained ③ behaved      ④ developed          15     

(4)  16  and more people have quit smoking lately.   
① Larger    ② Fewer  ③ More     ④ Further          16     

(5) I always  17  him as my best friend.   
① look       ② call  ③ regret  ④ regard      17     

(6) She is not just an actress  18  also a singer.   
① and         ② but     ③ only    ④ or           18     

 
 ３  それぞれ下の語を並べかえて文を完成させ， 19  ～  30 に入れるものの番号を答えなさい。 
(1) It      19           20      a big house. 
① lives  ② that          ③ he 
④ in   ⑤ is  ⑥ said      19     20     

 
 

(2) It      21           22      thing. 

指導書（ワークシート・評価問題編／復習問題）紙面紹介
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① exciting         ② to  ③ is 
④ try   ⑤ new       ⑥ a       21     22     

(3) It      23           24      in front of many people.  
① is   ② easy       ③ me 
④ to   ⑤ speak        ⑥ for       23     24     

(4) The lesson       25           26      to the classroom. 
① had  ② started  ③ already 
④ when  ⑤ came  ⑥ I         25     26     

(5) I       27           28      a new place. 
① until      ② I  ③ found 
④ here  ⑤ lived     ⑥ had             27     28     

(6) He      29           30      Japanese pop music. 
① likes  ② car     ③ his 
④ driving  ⑤ listening ⑥ to           29     30     

 
 ４  教科書p.16の英文を読んで，下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の① ～ ④から選ん

で答えなさい。 
Which of the following is true?   
① Dogs have the same appearance. 
② Dogs have different ancestors.   
③ It is said that human beings started living with wolves in the Ice Age.   
④ Dogs’ common ancestor remains in Egypt.                                 31     
  
 ５  教科書p.18の英文を読んで，下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の① ～ ④から選ん

で答えなさい。 
Which of the following is NOT true? 
① The bulldog became a popular pet in the early 19th century. 
② The beagle is the model of Snoopy. 
③ The bulldog was created as a hunting dog. 
④ Dogs have specific characters.                                             32     
 
 ６  教科書p.21の英文を読んで， 33 に入れるのに最も適当なものを，下の① ～ ④から選んで答えな

さい。 
If  33 , dogs can truly be our “best friends” forever. 
① we try to strengthen our ties with dogs, understanding their nature and individual     

characteristics  
② dogs have the ability to heal people’s minds 
③ there are more and more restaurants and shops where people can bring their dogs 
④ we treat dogs as therapy dogs                                             33     
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Lesson 2: Dogs as Human Companions  Supplementary Reading 
 

The Dog of Flanders 
フランダースの犬 

 
(1) There are many heartwarming stories about dogs’ relationships with their 
masters. Most people are familiar with the stories of Hachi, Snoopy and Lassie. 
But have you heard of the anime titled “The Dog of Flanders”? It tells the story of a 
special friendship between a poor, young boy and a dog. 
 
(2) The anime was originally broadcast in Japan between January and December 
in 1975. Since then, the story has become popular among Japanese. The anime 
was based on a story by a British author named Marie Louise de la Ramée, 
although she used the name Ouida when she wrote. Many of her stories and novels 
featured dogs, sometimes even talking ones.  
 
(3) In 1872, she wrote the story “The Dog of Flanders.” The main character was a 
boy named Nello. He was an orphan and lived with his grandfather near Antwerp, 
Belgium. One day, they found a dog in very bad condition so they took it home to 
care for it. After making a full recovery, Nello named it Patrasche. 
 
(4) From then on, Nello and Patrasche were always together. Because Nello’s 
grandfather was poor, Nello had to work hard every day. So every morning 
Patrasche helped him pull a heavy cart into town. Later, Nello’s grandfather died 
in a fire and he became homeless. In the last part of the story, the boy and his dog 
go to a church in Antwerp on Christmas Eve.  
 
(5) It’s interesting that some versions, especially non-Japanese ones, have 
different endings. In the original story, like the Japanese version, the boy and his 
dog both die in the church. But in other versions, they are saved and Nello lives to 
become a famous artist. Though the story was fictional, there is a plaque near the 
church in Antwerp where people can remember this heartwarming story about the 
boy and his dog.   (310 words) 

[注] heartwarming 心温まる  Hachi 忠犬ハチ公  Lassie 名犬ラッシー  be 
broadcast 放送される  Marie Louise de la Ramée マリー・ルイーズ・ド・ラ・
ラメー  Ouida ウィーダ  feature 主役にする  talking ones 話す犬  

Nello ネロ  orphan 孤児  Antwerp, Belgium ベルギーの都市アントワープ  

care for～ ～を介抱する  Patrasche パトラッシュ  from then on その時以来  

fire 火事  version 版  especially 特に  ending 結末  original story 原
作  live to ～ 成長して～する  fictional 架空の  plaque 銘板 
 
 
Comprehension 
下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の①～④から選んで答えなさい。 
 
1.  According to paragraph (1), what do the stories of Hachi, Lassie and Snoopy 

have in common?    1   
① They all feature dogs as main characters.  
② The dogs and their owners are always together.  
③ The dog owners have many problems with their dogs.  
④ They are famous stories about poor boys and their dogs.       （   ） 
 
2.  According to paragraph (2), the author of the original story “The Dog of 

Flanders”    2   
① used the name Ouida in her writing career.  
② used two names when writing books and stories.  
③ didn’t often use dogs in her writing.  
④ produced the anime version of the story in Japan.          （   ） 
 
3.  According to paragraph (3), the dog    3   
① already had a name when it was found.  
② was not well when it was found. 
③ was bought by the grandfather as a present.  
④ was named Nello after it recovered.                 （   ） 
 
4.  According to paragraph (4) which of the following is TRUE?    4   
① The boy was helped by his dog with his work.  

指導書（ワークシート・評価テスト編／Supplementary Reading）紙面紹介
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Lesson 2: Dogs as Human Companions  Supplementary Reading 
 

The Dog of Flanders 
フランダースの犬 

 
(1) There are many heartwarming stories about dogs’ relationships with their 
masters. Most people are familiar with the stories of Hachi, Snoopy and Lassie. 
But have you heard of the anime titled “The Dog of Flanders”? It tells the story of a 
special friendship between a poor, young boy and a dog. 
 
(2) The anime was originally broadcast in Japan between January and December 
in 1975. Since then, the story has become popular among Japanese. The anime 
was based on a story by a British author named Marie Louise de la Ramée, 
although she used the name Ouida when she wrote. Many of her stories and novels 
featured dogs, sometimes even talking ones.  
 
(3) In 1872, she wrote the story “The Dog of Flanders.” The main character was a 
boy named Nello. He was an orphan and lived with his grandfather near Antwerp, 
Belgium. One day, they found a dog in very bad condition so they took it home to 
care for it. After making a full recovery, Nello named it Patrasche. 
 
(4) From then on, Nello and Patrasche were always together. Because Nello’s 
grandfather was poor, Nello had to work hard every day. So every morning 
Patrasche helped him pull a heavy cart into town. Later, Nello’s grandfather died 
in a fire and he became homeless. In the last part of the story, the boy and his dog 
go to a church in Antwerp on Christmas Eve.  
 
(5) It’s interesting that some versions, especially non-Japanese ones, have 
different endings. In the original story, like the Japanese version, the boy and his 
dog both die in the church. But in other versions, they are saved and Nello lives to 
become a famous artist. Though the story was fictional, there is a plaque near the 
church in Antwerp where people can remember this heartwarming story about the 
boy and his dog.   (310 words) 

[注] heartwarming 心温まる  Hachi 忠犬ハチ公  Lassie 名犬ラッシー  be 
broadcast 放送される  Marie Louise de la Ramée マリー・ルイーズ・ド・ラ・
ラメー  Ouida ウィーダ  feature 主役にする  talking ones 話す犬  

Nello ネロ  orphan 孤児  Antwerp, Belgium ベルギーの都市アントワープ  

care for～ ～を介抱する  Patrasche パトラッシュ  from then on その時以来  

fire 火事  version 版  especially 特に  ending 結末  original story 原
作  live to ～ 成長して～する  fictional 架空の  plaque 銘板 
 
 
Comprehension 
下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の①～④から選んで答えなさい。 
 
1.  According to paragraph (1), what do the stories of Hachi, Lassie and Snoopy 

have in common?    1   
① They all feature dogs as main characters.  
② The dogs and their owners are always together.  
③ The dog owners have many problems with their dogs.  
④ They are famous stories about poor boys and their dogs.       （   ） 
 
2.  According to paragraph (2), the author of the original story “The Dog of 

Flanders”    2   
① used the name Ouida in her writing career.  
② used two names when writing books and stories.  
③ didn’t often use dogs in her writing.  
④ produced the anime version of the story in Japan.          （   ） 
 
3.  According to paragraph (3), the dog    3   
① already had a name when it was found.  
② was not well when it was found. 
③ was bought by the grandfather as a present.  
④ was named Nello after it recovered.                 （   ） 
 
4.  According to paragraph (4) which of the following is TRUE?    4   
① The boy was helped by his dog with his work.  
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8

　題材背景資料 人間の伴侶としてのイヌ
Lesson 2 ••• Dogs as Human Companions

2. アニマルセラピーとその効果

　イヌだけでなく，ネコ，ウサギ，モルモットなど，
人間とともに暮らしてきた動物であればアニマル
セラピーに参加できますが，いくつか適した資質
があります。
・ 人間が大好きで人見知りしない
・ ほかの動物たちとも仲よくできる（こわがった
り，攻撃したりしない）

・ 見慣れないものや，大きな音なども大丈夫
・ イヌの場合，「おすわり」「待て」などの基本的な
しつけができていて飼い主が確実にコントロー
ルできる

・ 健康管理が行き届いている（定期健診，予防）
・ 生後8か月以上
(1) アニマルセラピー活動の種類
■ 施設訪問型…動物を連れたボランティアなどが
老人ホーム，精神科病棟，重度心身障害者施設，
ホスピス，エイズ患者施設などを訪問。
■ 施設飼育型…老人ホーム，小児病棟，刑務所，
精神病棟などで動物を飼育することで，情操教
育や精神療法，リハビリの動機づけを行います。
■ 在宅訪問型…外出したり自宅で動物を飼ったり
できない人の自宅へ，ボランティアやソーシャ

1. 人間の文化がつくり出す犬種
(1) ブルドッグの起源とブル・ベイティング
　ブルドッグは，マスティフ系の犬種がブル・ベ
イティングのために改良されてできたイヌです。
ブル・ベイティングとは，13世紀にイギリス貴族
が始めたのを契機に，19世紀に至るまで庶民の娯
楽として人気があった見世物で，雄牛を杭につな
いで数頭のイヌを放ち，鼻に噛み付くなどして牛
を倒したイヌの持ち主には，高額の賞金が支払わ
れました。犬名は，このブル・ベイティングに使わ
れたことに由来します。また同様の見世物として，
ベア・ベイティング（熊とイヌを戦わせる）なども
ありました。
　ブルドッグはこうした見世物に特化して改良さ
れてきた犬種なため，均整の取れた体型などより
も，攻撃性を優先して繁殖が続けられました。その
結果，短い口吻，上向きの鼻（噛み付いた状態でも
呼吸ができる），しゃくれた下顎（噛み付く力を増
強），短足と低い体高（牛の角による反撃をかわし
やすい），たるんだ皮膚（牛の角で攻撃されたとき，
ダメージを最小限に抑える），短い首（牛がイヌを
振り落とそうと暴れたとき，噛み付いているイヌ
の重心が前方にあるので遠心力がかかりにくい）
など，ブルドック特有の外観が出来上がりました。
さらに当時のブルドッグは体重が60kg近くもあ
り，性格も獰猛かつ攻撃的でした。

　1835年に動物愛護の観点からイギリスで闘犬が
非合法となったのをきっかけに，ブルドッグの改
良が始まります。闘争心や攻撃性を抑えることに
重点を置いた結果，ブルドッグは極めて温和で穏
やかなイヌに生まれ変わり，現在に至ります。ちな
みにブルドッグは「勇気」「不屈」「忍耐」の象徴と
してイギリス国犬に指定され，また英国海軍のマ
スコットにもなっています。
(2) ビーグルの起源
　15世紀頃のイギリスでウサギ狩りに使用されて
いたハウンド種にブラッド・ハウンドやハリアー
などが影響してできたイヌだと考えられています。
ウサギ狩りに馬は使用されないため，小さくて移
動も簡単なビーグルは猟師の間で大変人気が出ま
した。
　アメリカ南北戦争（1861～ 1865年）の頃，主に
アメリカ南部で飼われていたビーグルに，戦後に
なってイギリスから輸入されたビーグルが掛け合
わされて，現在のビーグルの基礎ができたといわ
れています。
 　ビーグルの犬名は，フランス語で「小さい」を意
味する“beigle”が訛ったものという説や，その歌
うような吠え声から「開いたのど」を意味する古フ
ランス語から名付けられたという説があります。
 

コ2_背景資料.indd   8 2017/02/16   12:34
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3. 歴史上の人物の愛犬・歴史に名を残したイヌ

・ アメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシント
ンの愛犬はバルカン（フレンチハウンド）ですが，
ホワイトハウスに住んだ最初のイヌは，二代目
大統領のジョン・アダムズの愛犬，ジュノー（ア
メリカン・コッカー・スパニエル）だそうです。

・ フランスのルイ16世の王妃，マリー・アントワ
ネットはパピヨンをかわいがっていました。

・ イギリスの女王，エリザベス2世は愛犬家として
知られ，とくにウェルシュ・コーギーがお気に入
りです。

・ 地球上で初めて宇宙旅行をしたイヌは，ソビエ
ト連邦が1957年に打ち上げた「スプートニク2
号」に乗せられたライカ犬，メス犬のクドリャフ
カでした。

ルワーカーが動物を連れて行きます。
■ 在宅飼育型…自宅でペットを飼うこと自体をセ
ラピーとしてとらえます。
■ 屋外活動型…乗馬療法やイルカ療法など，患者
自らが動物と触れ合うために外に出ることをい
います。

(2) アニマルセラピーの効果
■ 生理的効果…「ドーパミン」という脳内伝達物
質の分泌が増え，「楽しい」と感じたり，副交感
神経が活性化し，末梢神経の拡張，血圧の低下，
心拍数の抑制などが促されたりし，いわゆる「リ
ラックス」した状態を作り出します。
■ 心理的効果…動物に接しているときに「楽しい」
「癒される」と感じれば，それが記憶として残り，
抑うつ症状の改善になるばかりか，ひいては体
全体の免疫力の向上にもつながります。また，患

者が回復に向けた努力をしようという動機づけ
にもなります。
■ 社会的効果…動物とのふれあいを通して，人と
人との交流を促す効果。老人介護施設で人と話
す機会のなかった入居者が，セラピーで出会っ
た動物のことを話題に他の入居者と話をするよ
うになるなど。 

4. イヌ（dog）の出てくる英語

　「イヌは人間の最良の友（A dog is man’s best 
friend.）」といわれる一方で，英語のdogには，a 
dirty dog（ひどい野郎），a lazy dog（なまけもの），
a sly dog（ずるいやつ）などといった悪い意味の使
い方もあります。
■ イヌの出てくることわざいろいろ
・ A living dog is better than a dead lion.　イヌで
も，生きていれば，死んだ獅子よりましだ。 

・ Barking dogs seldom bite.　吠えるイヌは噛み
つかない，騒ぎ立てる者は大したことはない

・ Better be the head of a dog than the tail of a 
lion.　ライオンの尻尾となるよりもイヌの頭と
なれ（鶏口牛後）

・ die a dog’s death / die like a dog　みじめな死
にかたをする

・ Don’t think to hunt two hares with one dog.　
二兎を追うもの一兎をも得ず

・ Every dog has his (its) day.　だれにでも得意な
時代はある

・ I have to see a man about a dog.　ちょっと用
事がある

・ Let sleeping dogs lie.　さわらぬ神にたたりなし
・ The tail is wagging the dogs.　本末転倒
・ work like a dog　あくせく働く
・ You cannot teach an old dog new tricks.　芸は
若いうちに学べ，年をとると新しいことが身に
つかない
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題材背景資料（指導者用）Lesson 2 ••• Dogs as Human Companions

2. イヌと人間とのかかわり

　イヌが人間とともに暮らすようになったのは，1
万年以上前のことだと言われる。これは旧石器時
代や縄文時代にあたる。もともと外敵に反応して
人間に変化や危険を察知して知らせる（吠える）と
いう能力から，人間がそばに置くようになったと
も考えられる。
　ではオオカミが祖先と言われるイヌが，なぜ人
間と共存できるようになったのか（「オオカミが祖
先」という説は確定的なものではないが，ここでは
この説をもとにして考える）。
　オオカミといえば，いつも冷酷，残虐非道，ヒツ
ジの皮を被ったオオカミなどと，あまりよい例え
はないが，本来オオカミはほかの動物同様に群れ
を成し，リーダーを決め，順位に従って共生する動
物である。その中で順位に従わなかったり反乱を
起こしたりすると，群れから追放されたり制裁を
受けたりする。これはほかのほとんどの動物にも
見られる社会的な掟である。
　オオカミが人間と関わるようになったきっかけ
として，「傷を負ったオオカミが人間の集落で保護
された」ことが考えられる。最初は心を開かずに，
傷の手当てを受けながらも唸り声を上げていたも
のの，動けない手負いの体はどうにもできず，人間
のなすがままに身を委ねていたが，やがて傷が治
るころ，人間が野生に返そうとした時には，両者の
絆はそこで終わらないものになっていて，オオカ
ミは人間の与える餌を受け入れ，人間をリーダー
として認識した，というもの。
　あるいは「人間が狩猟をする中でオオカミが残
り物によって餌付けされたのでは」という考えもあ
る。狩猟に同行，便乗し，残り物を分け与えると言
う過程は，まさに餌付けであり，その過程で野生か
ら飼い犬へと変遷していったとする説である。
　人間と暮らし，自然交配によって繁殖が繰り返
される中で，新種とオオカミとの交配によって現
在のイヌが生まれた可能性もある。この過程は進
化の仕組みのひとつとみなされている。
　一方，人工的・社会的な条件下に形成された品
種という形態的変化とは別に，心理的・精神的な
側面に注目する説もある。解釈はさまざまあるが，
このような共存関係が，捕食者と被食者との相互

1. 祖先はオオカミ？―イヌの起源に関する 3 つの説

　イヌの祖先については昔からいろいろな説が飛
び交っていた。ミトコンドリアDNAの解析（2002
年）によりイヌ（＝イエイヌ）が誕生したのは1万
年以上も前のことと考えられている。
　イヌ科動物は大元をたどると「トマークタス」と
いう祖先にたどり着く。このトマークタスがさらに
何本も枝別れをして，オオカミ，ジャッカル，コヨ
ーテなど，さまざまなイヌ科動物へと進化してい
った。
　この進化の過程で，どのイヌ科動物からどのよ
うにイエイヌは誕生したのか。以前よりイエイヌ
の祖先については3つの有力な説があった。
① 「オオカミが祖先」説…オオカミの中でも人に慣
れやすい個体や子オオカミを人が馴致し，家畜
化していき，イエイヌが誕生したという考え。

② 「ジャッカルが祖先」説…イヌの性格や行動がジ
ャッカルに似ていることから，動物行動学者の
ローレンツが主張していたが，現在では否定さ
れている。

③ 「原始的なイヌが祖先」説…オオカミやジャッカ
ル以外の原始的なイヌ科動物が祖先という説。
すでに絶滅した原始的なイヌからイエイヌに進
化したという説であるが，この原始的なイヌと
いうものの化石が発見されていないため，確証
はない。

　以上から，最も有力なのは①の説で，「イヌはオ
オカミから進化した」と言われてきているわけだ
が，最近ではDNAの研究により，オオカミを直接
家畜化したのではなく，「イエイヌはオオカミの亜
種と考えられる，またはオオカミの亜種から進化
したという説」が有力だ。正確には「ヒトがサルか
ら進化した」と言わないのと同様，イヌも「オオカ
ミから進化した」と単純に言うことはできないよう
だ。
　イヌの祖先についてはいまだに研究が続いてお
り，数年で従来有力であった説が覆されたりもす
る。オオカミ以外の亜種が判明する可能性もある
が，現在のイヌとオオカミのDNAはイヌとジャッ
カルのDNAよりも近いものであるため，少なくと
も「イヌとオオカミは非常に近い動物である」のは
確実であろう。
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うにイエイヌは誕生したのか。以前よりイエイヌ
の祖先については3つの有力な説があった。
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ローレンツが主張していたが，現在では否定さ
れている。
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　以上から，最も有力なのは①の説で，「イヌはオ
オカミから進化した」と言われてきているわけだ
が，最近ではDNAの研究により，オオカミを直接
家畜化したのではなく，「イエイヌはオオカミの亜
種と考えられる，またはオオカミの亜種から進化
したという説」が有力だ。正確には「ヒトがサルか
ら進化した」と言わないのと同様，イヌも「オオカ
ミから進化した」と単純に言うことはできないよう
だ。
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り，数年で従来有力であった説が覆されたりもす
る。オオカミ以外の亜種が判明する可能性もある
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・ トイ…愛玩犬。かわいがることを目的に改良さ
れた小型犬。人の感情を読み取るのが上手だが，
性格はさまざま。必ずしも小さいから飼いやす
い，という訳ではない。

 主な犬種は，チワワ，パピヨン，ポメラニアン，
マルチーズ，トイ・プードル，ヨークシャー・テ
リア，シー・ズーなど。

・ ノン・スポーティング…系統や容姿がどのグル
ープにも属さない個性的な犬種。ルーツをたど
るとハーディングやトイに行き着く事もあり，性
格もさまざま。

 犬種としては，ダルメシアン，ブルドッグ，スタ
ンダード・プードル，柴犬など。

(2) 仕事による分類
・ 嗅覚を生かした仕事をするイヌ…麻薬探知犬，
警察犬，災害救助犬，DVD探知犬（違法コピー
されたDVDを匂いで探知する），ガン（癌）探知
犬など。日本警察犬協会が警察犬に適している
と指定している犬種は，ジャーマン・シェパード，
ゴールデン・レトリバー，ラブラドール・レトリ
バー，ドーベルマン，コリー，エアデール・テリ
ア，ボクサーの7種。

・ 頭脳を生かした仕事をするイヌ… 盲導犬（目の
不自由な人の生活を支援する），聴導犬（聴覚障
碍者の生活を支援する），介助犬（手足が不自由
な人の生活を支援する）など。

・ 習性を生かした仕事をするイヌ…牧羊犬（家畜
の監視と保護。自分のテリトリーや仲間を守る
習性から），猟犬（獲物の場所を教える，駆り出
す，仕留める，回収するなどの習性から），競争
犬（動くものを追いかける習性から），闘犬（テリ
トリーに侵入した外敵を攻撃する習性から），セ
ラピードッグ（病院や老人介護施設などを訪問
し，入院している人の心に安らぎを与える）など。

参考ウェブサイト：
「イヌの起源」
http://wankoukiuki.blog106.fc2.com/blog-entry-463.html
「イヌと人間の歴史」
http://www.hakuroh.com/dog_01his.htm
「イヌの仕事」
http://www.koinuno-heya.com/shigoto/index.html

参考資料：『イヌ科の動物事典』ジュリエット・クラットン＝ブロ
ック著，祖谷勝紀日本語版監修，あすなろ書房

関係のように野生種間のものではなく，また，ふつ
うの家畜のような，人間による一方的な利用だけ
ではないところに，イヌとヒトとの関係の特殊性
がある。
　イヌが自動車の往来を見ながら高速道路すら渡
る様子や，盲導犬の働きなどからみれば，イヌが都
市に代表される人工環境に積極的に適応している
ことがわかる。長い間にわたって人間と共生し，人
間が作り出す環境の中で生活するうちに，人間の
気持ちを読みとるとか，人間の行動に適応した行
動をするといったことができる動物になったので
あろう。

3. イヌの種類

(1) 性格と品種
　イヌは主として次の7つに分類できる。
・ スポーティング…鳥猟犬。鳥のハンティングに
使われた犬種で，賢く従順。温厚な性格で攻撃
性も低い。大型犬が多い。

 主な犬種は，レトリーバー，スパニエル，ポイン
ター，セターなど。

・ テリア…獣猟犬。小動物のハントに使われてい
た犬種で，好奇心旺盛。活発で勇敢だが闘争心
も強く，頑固者が多い。

 主な犬種は，ワイヤー・フォックス・テリア，ジ
ャック・ラッセル・テリア，ミニチュア・シュナ
ウザーなど。

・ ハウンド…獣猟犬でテリア以外のグループ。嗅
覚や視覚が優れ，運動神経も抜群。少し吠えやす
いが，冷静な一面もある。運動が大好き。

 主な犬種は，ビーグル，ミニチュア・ダックスフ
ンド，アフガン・ハウンド，ボルゾイなど。

・ ハーディング…牧畜犬。人のパートナーとなっ
て家畜の管理をしていた犬種なのでスタミナが
あり，とても頭がよい。文武両道なので競技会
に出ることも多い。命令を忠実に守る，従順な性
格。

 主な犬種は，ウェルシュ・コーギー，ボーダー・
コリー，シェットランド・シープドッグなど。

・ ワーキング…作業犬。人の仕事を手伝う犬種。救
助犬，護衛犬，警察犬などその役割は多岐にわ
たる。改良が進んでいるが，もともと攻撃性が強
く，大型。

 主な犬種は，シベリアン・ハスキー，ボクサー，
ドーベルマン，秋田犬など。
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