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Taking the Sting Out of Jellyfish
No:
[ D ] Reading Practice Sheet

Name:

Part 1 [ P72~73 ]

1

In this lesson,

このレッスンでは，

2

ひとりの高校生がプレゼンテーションをしている

3

a high school student is making a
presentation
about “My Favorite Creature.”

4

Slimy, spooky, and mysterious.

ぬるぬるしていて，気味が悪くて，神秘的。

5
6

This is what you may think of the
creature
that I’m going to talk about today.

これが，生き物について皆さんが考えることかもし
れません
今日私が話す。

7

You may have eaten some

皆さんはそれを食べたことがあるかもしれません

8

at a Chinese restaurant.

中華料理店で。

9

「私の好きな生き物」について。

You may even have been stung by
one
10 while swimming at the beach.

それに刺されたことさえあるかもしれません

11

Can you guess what this creature
is?
12 That’s right.

この生き物が何であるか言い当てられますか。

13 My topic today is jellyfish.

私の今日のトピックはクラゲです。

14 No matter what image you may
have,
15 by the end of my presentation,

皆さんがどんなイメージを持っていても，

16 you’ll probably feel quite differently
about them.
17 This is not a composite photograph.

おそらくそれについて全く違う考えをもつことで
しょう。
これは合成写真ではありません。

18 Awesome, isn’t it?

最高でしょ？

19

You too can take such a picture at
Jellyfish Lake in Palau,
20 because the jellyfish there don’t
sting.
21 Did you know that?

皆さんもパラオ共和国にあるジェリーフィッシュ・
レイクでこのような写真を撮ることができます
なぜなら，そこのクラゲは刺さないからです。

22 I’m sure

私は確信しています

23 there’s a lot about jellyfish

クラゲについてたくさんある

24 that you don’t know,

皆さんが知らないことが

25 and I promise you

そして約束します

26 that you’ll find them fascinating.

皆さんがクラゲが魅力的だとわかるようになるこ
とを。
私のプレゼンテーションには 3 つの部分がありま
す。
最初はクラゲの高まる人気について。

27 There are three parts in my
presentation.
28 The first is about the increasing
popularity of jellyfish.
29 Next is about their scientific
features.
30 The last is about coexisting with
them.

海辺で泳いでいる間に。

その通りです。

私のプレゼンテーションが終わるまでには，

そのことを知っていましたか。

次はクラゲの科学的な特徴について。
最後はクラゲとの共存についてです。
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Scan the passage and find the English expressions which correspond to the
Japanese counterparts.
意味
プレゼンテーションをしている

語数
4語

2

生き物について皆さんが考えるかもし
れないこと

7語

what you may think of the
creature

3

食べたことがあるかもしれません

3語

may have eaten

4

刺されたことさえあるかもしれません

5語

may even have been stung

5

海辺で泳いでいる間に

5語

while swimming at the beach

6

皆さんがどんなイメージを持っていて
も

7語

no matter what image you
may have

7

私のプレゼンテーションが終わるまで
には

6語

by the end of my presentation

8

最高でしょ？

3語

Awesome, isn’t it?

9

皆さんもこのような写真を撮ることが
できます

7語

You too can take such a picture

10

皆さんがクラゲについて知らないこと
がたくさん

8語

a lot about jellyfish that you
don’t know

11

皆さんがクラゲが魅力的だとわかるよ
うになる

4語

you’ll find them fascinating.

12

クラゲの高まる人気

5語

the increasing popularity of
jellyfish

1

語句

is making a presentation

