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No:          Name:                              

 

[ D ] Reading Practice Sheet   Part 3 [ P76~77 ] 

 

1 Do you know 知っていますか 

2  that there is a connection between jellyfish and a Nobel  

Prize? 

クラゲとノーベル賞の間につながりがあることを。 

3 Some jellyfish, あるクラゲは 

4 such as the crystal jellyfish, or owan kurage, 例えば，クリスタル・ジェリーフィッシュ，つまりオワン

クラゲのように， 

5 emit light. 発光します。 

6 Dr. Shimomura Osamu and his colleagues 下村脩博士と彼の同僚たちは 

7 were inspired by this phenomenon この現象に刺激を受けて 

8 and found two luminous proteins in the crystal jellyfish. そしてオワンクラゲの中に 2 つの発光タンパク質を見つけ

ました。 

9 One of the proteins is GFP. そのタンパク質の 1つが GFPです。 

10 It is called the “magic marker” in medicine, それは医学の分野では「マジックマーカー」と呼ばれてい

ます 

11 as it enables us to see cancer cells. それは私たちががん細胞を見ることを可能にしてくれるの

で。 

12 Dr. Shimomura and his colleagues 下村博士と彼の同僚たちは 

13 were awarded the 2008 Nobel Prize in Chemistry 2008年のノーベル化学賞を受賞しました 

14 for the discovery and development of GFP. GFPを発見し，発展させたことに対して。 

15 Let me tell you another interesting fact 皆さんにもう 1つの興味深い事実をお話ししましょう 

16 about jellyfish. クラゲに関する。 

17 For human beings, 人間にとって， 

18 immortality is a dream, 不死は夢です， 

19 but for a few kinds of jellyfish, しかし，いくつかの種類のクラゲにとっては 

20 it is not. そうではありません。 

21 Immortal jellyfish, or benikurage, 不死のクラゲ，つまりベニクラゲは， 

22 go down to the ocean floor 海底まで降ります 

23 when no longer able to sustain their life もはや生命を維持することができなくなったとき 

24 and turn into lumps. そして塊になります。 

25 Most jellyfish in this state この状態のクラゲの大部分は 

26 dissolve in the water, 水に溶けてしまいます， 

27 but these particular jellyfish don’t. しかしこのクラゲに限っては溶けません。 

28 They stick to something hard それらは何か固いものにくっついて， 

29 and grow roots to create polyps, そして根を張ってポリプを作り， 

30 which change into young jellyfish. それらが若いクラゲに変化します。 

31 These immortal jellyfish can repeat this cycle これらの不死のクラゲは，このサイクルを繰り返すことが

できます 

32 over and over. 何度も何度も。 

33 Can immortality become a reality for humans someday 不死はいつか人間にとって現実になりえるでしょうか 

34 by studying jellyfish? クラゲを研究することによって。 
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[ E ] Vocabulary scanning sheet  Part 3 [ P76~77 ]     

     Scan the passage and find the English expressions which correspond to the 

Japanese counterparts. 

 

 意味 語数 語句 

1 クラゲとノーベル賞の間につながりが 8 語  

2 この現象に刺激を受けて 5 語  

3 そのタンパク質の 1 つが 4 語  

4 それは私たちががん細胞を見ることを

可能にしてくれる 

7 語  

5 2008 年のノーベル化学賞 6 語  

6 いくつかの種類のクラゲにとっては 6 語  

7 不死のクラゲ，つまりベニクラゲは 4 語  

8 もはや生命を維持することができなく

なったとき 

8 語  

9 水に溶けてしまいます 4 語  

10 何か固いものにくっついて 4 語  

11 何度も何度も 3 語  

12 不死は現実になりえるでしょうか 5 語  

 

 


