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 Taking the Sting Out of Jellyfish 

No:          Name:                              

 

[ D ] Reading Practice Sheet   Part 2 [ P74~75 ] 

1 In Japan, 日本では， 

2 more and more aquariums  水族館がますます増えています 

3 are expanding their displays of jellyfish. クラゲの展示を拡大している。 

4 According to the result of a questionnaire  アンケートの結果によると， 

5 by Enoshima Aquarium, 江ノ島水族館が行った 

6 jellyfish were ranked the second most comforting  クラゲは気持ちが最も安らぐ 2 番目にランクされ

ました 

7 of all the creatures there, そこにいるすべての生き物の中で， 

8 coming in after dolphins. イルカに次いで。 

9 Their shapes, colors, and movements seem to 

comfort people. 

彼らの形，色，そして動きが人々に安らぎを与えて

くれるようです。 

10 I want to tell you a story of an aquarium  水族館の話をさせてください 

11 saved by jellyfish. クラゲに救われた。 

12 Kamo Aquarium in Yamagata Prefecture, 山形県の加茂水族館は， 

13 built in 1964, 1964 年に建設された 

14 was the smallest aquarium in Japan. 日本で一番小さな水族館でした。 

15 It was so small  とても小さかったので， 

16 that some visitors could complete their visit  来訪者の中には訪問を終えてしまう人もいました 

17 in fifteen minutes. 15分で。 

18 The number of visitors fell  来訪者の数は減り 

19 from 200,000 to 90,000 in about thirty years  約 30 年間で 20 万人から 9 万人に 

20 and the aquarium was going out of business. 水族館は倒産しそうになっていました。 

21 One day, ある日， 

22 Murakami Tatsuo, director of the aquarium, 水族館館長の村上龍男は 

23 tried exhibiting baby jellyfish  赤ちゃんクラゲを展示してみました 

24 found in a coral tank. サンゴの水槽で見つかった。 

25 To his surprise, 驚いたことに， 

26 a lot of the visitors enjoyed the exhibition. 来訪者の多くがその展示を楽しんだのです。 

27 So, そこで， 

28 he decided to expand the section  彼はセクションを拡大することに決めました 

29 and increase the variety of jellyfish  そしてクラゲの種類を増やすことに 

30 to attract more people. もっと多くの人を引き寄せるために。 

31 In 2012, 2012 年には， 

32 Guinness World Records certified  『ギネス世界記録』が認定しました 

33 that the aquarium had the largest number of 

species of jellyfish  

その水族館が最も多くの種類のクラゲを持つ 

34 of all the aquariums in the world. 世界のすべての水族館の中で。 

35 The small aquarium became quite popular. 小さな水族館はとても人気が出ました。 

36 It was reconstructed in 2014  それは 2014 年に改築され 

37 and hosted over 830,000 visitors  そして 83 万人以上の来訪者を迎え入れました 

38 during a one-year period. 1 年間で。 

39 The jellyfish saved the aquarium! クラゲが水族館を救ったのです！ 
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[ E ] Vocabulary scanning sheet  Part 2 [ P74~75 ]     

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

Japanese counterparts. 

 

 意味 語数 語句 

1 アンケートの結果によると 7 語 According to the result of a 

questionnaire 

2 そこにいるすべての生き物の中で気持

ちが 2 番目に最も安らぐ 

9 語 the second most comforting of 

all the creatures there 

3 人々に安らぎを与えてくれるようで

す。 

4 語 seem to comfort people. 

4 クラゲに救われた水族館の話 8 語 a story of an aquarium saved by 

jellyfish 

5 日本で一番小さな水族館 5 語 the smallest aquarium in Japan 

6 来訪者の中には訪問を終えてしまう人

もいました 

6 語 some visitors could complete 

their visit 

7 倒産しそうになっていました 5 語 was going out of business 

8 サンゴの水槽で見つかった赤ちゃんク

ラゲ 

7 語 baby jellyfish found in a coral 

tank 

9 セクションを拡大することに決めまし

た 

5 語 decided to expand the section 

10 最も多くの種類のクラゲ 7 語 the largest number of species of 

jellyfish 

11 世界のすべての水族館の中で 7 語 of all the aquariums in the 

world 

12 83 万人以上の来訪者を迎え入れました 4 語 hosted over 830,000 visitors 

 

 


