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  Hello! Everyone!! 今日は，『Let’s Read②』につ

いて勉強しましょう。 

 ２年生の教科書の１１２ページを開いてくださ

い。次のページから，昨年度末に学習することがで

きなかった『Let’s Read② Landmines and Aki Ra』

の学習プリントがあります。 

まずは，新出単語を確認しましょう。次に，自分

の力で本文の日本語訳の穴埋めをしてみましょう。  

穴うめになっている部分については，５枚目以降

に答えプリントがあります。 

プリントを準備することが難しい場合は，ノート

に書きましょう。 

また，単語と本文の読みの動画もあるので，読み

方はそちらで確認してください。 
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英 語 日本語 発音しながら書いてみよう 

1 landmine 地雷   

2 Cambodia カンボジア   

3 born bear（生む）の過去分詞形   

4 be born 生まれる   

5 force（d） 強制する   

6 soldier 兵士   

7 fight 戦う   

8 bury（buried） 埋める   

9 hurt hurt（傷つける）の過去分詞形   

10 choice 選択   

11 think 考える   

12 thought thinkの過去形   

13 war 戦争   

14 Aki Ra アキ・ラー   

15 jungle ジャングル   

16 be surprised at ~ ～に驚く   

17 bright 明るい   

18 light 明かり   

19 city，cities 都市   

20 chance(s) 機会   

21 different 違った   

22 could canの過去形   
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英 語 日本語 発音を確認しながら書いてみよう 

1 make choices 選択する   

2 decide 決心する   

3 decide to ~ ～することを決心する   

4 remove 取り除く   

5 all over~ ～中で   

6 hit hit（当たる）の過去形   

7 adult(s) 大人   

8 silent 静かな   

9 baby 赤ちゃん   

10 all around~ ～のまわり（に）   

11 village 村   

12 space 空間   

13 between ～の間に   

14 road 道路   

15 between~ and ... ～と…の間に   

16 through ～を通って   

17 pass through ~ ～を通り抜ける   

18 pick up 抱き上げる   

19 oxcart 牛車   

20 be moved by ~ ～に心を動かされる   

21 danger(s) 危険   

22 still 今でも   

23 without ～のない   

24 peace 平和   

25 the Landmine Museum 地雷博物館   
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◆本文を読んで、日本語訳を完成させよう。 

 

p.112   「地雷とアキ・ラー」 

私の名前はアキラです。私はカンボジア❶（    ）です。私は 1973年頃に❷（    

 ）。私が❸（       ），私は無理やり兵士にさせられました。❹（      ），

他の子どもたちとジャングルに住んでいました。私たちは❺（               ）。

また，私たちは地雷を埋めました。たくさんの人が死にました。たくさんの人が❻（        

  ）。これが私の人生でした。私は❼（    ）することができませんでした。私は，すべ

ての子どもたちは❽（       ）生きるのだと考えていました。 

 

戦争が終わった時，私は❾（      ）でした。私の人生が変わりました。 

 

p.113 私はジャングルを❶（      ）。私は❷（     ）トイレを使いました。私は明

るい光や大都会に❸（       ）。僕はたくさんの国から来た人たちに❹（      

   ）がありました。彼らはみんな、❺（          ）をしていました。私は、自分の

人生で❻（             ）のだと学びました。 

 

私はカンボジアの人々のために❼（            ），そして，カンボジア中の地雷を

撤去することに❽（           ）。 

 

p.114 ある日，牛車が地雷を踏んでしまいました。動物と 2人の大人が❶（       ）が，

野原は静かではありませんでした。赤ちゃんが❷（        ）。❸（        ）の

いたるところに地雷がありました。村の人たちは野原に❹（              ）。彼ら

は 3日間かけて私を❺（          ）。 

私が村に❻（        ），野原は静かでした。赤ちゃんは❼（         ）ので

しょうか。私は道と牛車の❽（   ）の地雷を除去しました。野原を❾（         ）。

❿（     ），私は赤ちゃんのところに着きました。私は赤ちゃんを⓫（        ）。

赤ちゃんは泣きました。彼女は⓬（        ）のです！ 

 

p.115 このような出来事に私は深く❶（             ）。それで，私は地雷博物館

を開きました。そこでは❷（           ）と❸（          ）を世界に伝え

ています。今でもカンボジアや❹（         ）にたくさんの地雷が埋められています。未

来のために一緒に取り組みましょう―❺（         ）世界，❻（        ）世界

のために。 
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内容理解  日本語訳の穴埋め 

 



 

 

 

 

 

P112 

❶出身  ❷生まれました  ❸子供の時  ❹１０年間  ❺戦わなければならなかった  

❻負傷しました  ❼選択  ❽このように  ❾２０歳 

 

P113 

❶去りました  ❷初めて  ❸驚きました  ❹会う機会  ❺様々な違った暮らし方 

❻選択することができる  ❼何かすること  ❽決めました 

 

 

P114 

❶死にました ❷泣きました  ❸彼女の周りの  ❹入ることができませんでした 

❺探しました  ❻着いた時  ❼どうなった  ❽間 

❾通り抜けていきました。  ❿ついに  ⓫抱き上げました  ⓬生きていた 

 

 

P115 

❶心を動かされました  ❷カンボジアの歴史   ❸地雷の危険性  ❹ほかの国 

❺地雷のない   ❻平和な 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASS         NO.         

NAME                              

 

Let’s Read 2  

内容理解 日本語穴埋めの答え   

 

Let’s Read 2  

内容理解  日本語穴埋めの答え 

 


