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Technology Meets Tradition
Look at these robots （① play） the taiko drums，（② were / originally / they / as / made / industrial robots）．
Now they are great musicians．Feel the traditional rhythms created by technology．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を適切なかたちになおしなさい。

（２）　②を「それらは，もとは産業ロボットとしてつくられました。」という英文になるよう並びかえなさい。

中３　Reading ～　Unit ５　～ 氏名（　　 　解答　　　　）

(1) playing (2) They were originally made as industrial robots
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Kota ： （①　あなたは，ロボットに興味がありますか。）？
Deepa ： Yes, especially robots made in Japan．（②　you / know / they / do / can / what / do ）？
Kota ： I （③ hear） some of them can walk，talk，and even kick a ball．
Deepa ： That's right．（④　つい最近まで），robots (⑤　～のような） those were just a dream．
Kota ：  I know what you mean．Our dreams are becoming reality．
Deepa ： （⑥　その通り）．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の文を英語５語でかきなさい。

（２）　②を「あなたは，それらに何ができるか知っていますか。」という英文になるよう並びかえなさい。

（３）　③を適切なかたちになおしなさい。

（４）　④を英単語３語でかきなさい。

（５）　⑤を英単語１語でかきなさい。

（６）　⑥を英単語１語でかきなさい。

（７）　次の質問に英語で答えなさい。

（a）　Is Deepa interested in robots？

（b）　What can some of robots do？

(6) Exactly (7) (a） Yes，she is．

(b） They can walk，talk，and even kick a ball．

(1) Are you interested in robots (2) Do you know what thay can do

(3) heard (4) Not long ago (5) like
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Ms．Baker： Today，let's talk about （① live） with robots．Deepa，what do you think？

Deepa： （②  our lives / think / robots / I / make / better ） because they help us in many ways． Some robots
can （③　～を組み立てる）products，（④　～のような） cars or cameras．They do it （⑤　素早く） and
（⑥　正確に）． ⑦　Other robots can work in dangerous places instead of people．

Kota： （⑧　part / agree / I / her / in / with ）．⑨　The robots working for us are amazing．But there's also a big
problem．⑩　Robots are so efficient that they're taking people's jobs away． I'm worried about losing our
future jobs．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を適切なかたちになおしなさい。

（２）　②を「わたしは，ロボットがわたしたちの生活をよりよくしてくれると思います。」という英文になるよう並びかえなさい。

（３）　③を英単語２語，④，⑤，⑥を英単語１語でかきなさい。

（４）　⑦の文を日本語に訳しなさい。

（５）　⑧を「わたしは，ある程度彼女に賛成です。」という英文になるよう並びかえなさい。

（６）　⑨の文を日本語に訳しなさい。

（７）　⑩の文を日本語に訳しなさい。

（８）　次の質問に英語で答えなさい。

（a）　What is Kota worried about？

(4) ほかのロボットは，人々のかわりに危険な場所で働くことができます。

(5) I agree with her in part． (6) わたしたちのために働くロボットは，すばらしいです。

(7) ロボットは，効率がよいので，人々の仕事を奪っています。

(8) (a）

(1) living (2) I think robots make our lives better

(3) ③ put together ④ like ⑤ quickly ⑥ precisely

He is worried about losing our future jobs．
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Saki： Some robots work in hospitals and homes．I think they're （①　必要） for our future．（②　increasing / number
 / is / the / people / of / elderly ） ．Future robots may （③　～することができる）help them when they take a 
bath，or go shopping．

Alex： That's true，④　but I'm a little afraid of living with robots．If they get out of control，we don't know what
 they'll do．Robots are machines．（⑤　too / dangerous / they're / be / to / our partners）．

Ms．Baker： Thank you，everyone．In my （⑥　意見），you should keep （⑦ think） about the best （⑧　方法） to live
　 with robots．It's our future． 

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，⑥，⑧を英単語１語で，③を英単語３語でかきなさい。

（２）　②を「年配の人々の数は増えています。」という英文になるよう並びかえなさい。

（３）　下線部④の文を日本語に訳しなさい。

（４）　⑤を「かれらは，わたしたちのパートナーになるのは危険すぎる。」という英文になるよう並びかえなさい。

（５）　⑦を適切なかたちになおしなさい。

(1) ① necessary ⑥ opinion

(3) しかし，わたしはロボットと一緒に暮らすことが少しこわいです。

(4) They're too dangerous to be our partners (5) thinking

⑧ way ③ be able to

(2) The number of elderly people is increasing．
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