
SDGsの達成をめざして4 ポイント 3 持続可能な世界へ向けて

2年  Lesson 2　Our Energy Sources

風力発電や太陽光発電などの
再生可能エネルギーについて
のスピーチを通じて，その利
点と課題について考えます。
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Part 3

イントネーション　It shows the amounts of trash in Singapore（ ）, Japan（ ）, and the U.S.（ ）

メイがゴミ処理の問題について発表しています。

ものがあるかどうか，たずねたり答えたりしよう。Goal

Is there a piano in your house?  
—Yes, there is. / No, there isn't.
Are there many comic books in your house?
̶Yes, there are. / No, there aren’t.

Key Sentences

「～はありますか」と質問する

✔  質問する場合は Is  ［Are］there...? のようにし
ます。

✔  受 け 答 え は Yes, there is  ［are］.／No, there 
isn’t  ［aren’t］. のようにします。

Notes

 Look at this table.  It shows the amounts of trash in 

Singapore, Japan, and the U.S.  Then, look at these graphs.  

Japan burns 80 percent of its trash and recycles 20 percent.  

On the other hand, Singapore burns 38 percent of its trash and 

recycles 60 percent.  Singapore is a small country, and there 

isn’t much room for landfills, just like Japan.  Recycling is very 

important.  
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Words & Phrases

Read Aloud

Dan と Kumi の会話を聞いて，Kumi の学校に次のものがいくつあるか数字を書こう。Listen

Where Does It Go? Amount of Trash

Singapore  7.5

Japan 43.2

U.S. 254
（年間総量，単位 100 万トン）

1 音楽室［　　　　　］つ　　 2 コンピューター［　　　　　］台

Singapore

38%

2%

60%

Japan

80%

1%
20%

53%34%

13%

U.S.

■ Burned
■ Buried
■ Recycled

出典）Singapore, U.S.: Wall Street 
Journal 電子版 2015 年 9 月 13 日付　
Japan:『日本国勢図会』2018／19
年度版
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3年  Reading 2　My Prayer for Peace

『原爆に遭った少女の話』，『この世界の片隅に』などの作品を取
り上げながら，戦争の脅威や平和について考えます。

3年  Further Reading 2　Counting on Katherine Johnson

差別と困難を乗り越えてNASAで活躍したアフリカ系アメリ
カ人女性，キャサリン・ジョンソンの生涯は，人々の心を勇気
づけてくれます。

3年  Further Reading 3　Free The Children

貧困や強制労働に苦しむ子どもを救うため，12歳で行動を起こしたク
レイグ・キールバーガーの活動を紹介します。

2年  Lesson 1　Service Dogs

盲導犬や聴導犬について調べ，その役割への理解を深めます。

2年  Lesson 3　Design in Our Life

汚れた水を清潔な水に変える製品などを紹介し，人々に
役立つデザインの工夫に着目します。

SDGsとは？
　SDGs は，Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）の略称であり，
国際社会が抱える環境や貧困，人権や平和な
どのさまざまな課題を解決するために，国連
サミットで採択された国際目標です。2030年
までの目標達成に向けて，右の17のゴールと，
169のターゲットが設定されています。

教育出版とSDGs
　教育出版は，長年にわたり「地球となかよし」というスローガンを掲げてきました。これは，
「人や自然を大切にしながら，共に生きていこう」とする理念を込めたスローガンです。教育
出版はこの理念にもとづいて SDGsの達成に努め，さらにSDGsに寄与する「持続可能な開
発のための教育（ESD）」の推進にも積極的に取り組んでいます。また，印刷する紙には再生
紙を，印刷するインキには植物油インキを使用するなど，環境への配慮を徹底しています。

語句のリズム　in the world, on the earth, in the morning112 one hundred twelve

Part 1 メイとケンタが，環
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問題についてレポートを書くという宿題について話しています。
印象や感覚などを伝えよう。Goal
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 Mei: You look sleepy, Kenta.

Kenta: Yes.  I finished my English homework late 

last night.

 Mei: What environmental problem did you choose?

Kenta: Global warming.  It’s a very serious problem 

today.

 Mei: You’re right!  The climate is changing 

everywhere in the world.

Kenta: The ice on the earth is melting.  Also, the 

sea level is going up and some islands may 

disappear in the near future.

 Mei: That sounds really scary!

Words & Phrases

Read Aloud

5

10

112-117_eigokyokasho_NTK_F3.indd   112 2019/04/17   10:46

1年  Lesson 9　Helping the Planet

地球温暖化やゴミ処理問題などの環境問題について調べ，解
決へ向けた取り組みを模索します。

地球や人々の今とこれからを見つめる題材

ポイント 3

持続可能な世界へ向けて
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