
Lesson 2 Ethical Fashion Part 1

  年  組  番  氏名               

A. 次の日本語を英語にしましょう。

1) 値段         

2) 最近         

3) 安く         

4) 基礎（根拠）をおく         

5) 最新の         

6) 流行         

7) 流行の         

8) 安価な，手頃な値段の         

9) 注意         

10)道徳的に見て，倫理的に         

11)仕事上の         

12)状況         

13)…を引き起こす         

14)…に基づいている be                 ...
15)…に注意を払う                         ...
16)…について心配している，…に配慮している be               ...

B. 日本語と同じ意味になるように，与えられた動詞を適切な形にして，英文を完成させましょう。

1) 野生動物は法律によって保護されるべきです。【protect】
Wild animals                                                              by law.

2) これらの植物はこの島で見ることができます。【see】
These plants                                                         in this island.

3) その新しい競技場は来年の夏までに完成するでしょうか。【complete】
                                                                  by next summer?

C. 以下の文が Part 1 の内容に合っていれば T を，合っていなければ F を(  )内に入れましょう。

1) Ethical fashion is more popular than fast fashion now. (  )
2) Ethical fashion products are made by companies that are concerned about working 

conditions and environmental problems. (  )



Lesson 2 Ethical Fashion Part 2

  年  組  番  氏名               

A. 次の日本語を英語にしましょう。

1) 消費者         

2) 労働者         

3) 事実を記録した         

4) 衣類         

5) 工場         

6) 平均         

7) …につき         

8) 殺虫剤         

9) 量         

10)綿         

11)…に損害を与える         

12)ごみ         

13)平均して                 

B. 下線部を強調する文になるように，英文を書きかえましょう。

1) Many people enjoy Japanese food at the festival.
It                                                                   at the festival.

2) Mike was late for school yesterday.
It                                                             for school yesterday.

3) I went shopping with Jane last Sunday.
It                                                                     last Sunday.

C. 以下の文が Part 2 の内容に合っていれば T を，合っていなければ F を(  )内に入れましょう。

1) Fast fashion clothes are good not only for consumers but also for workers. (  )
2) The use of pesticides is an example of environmental problems caused by fast fashion.

(  )



Lesson 2 Ethical Fashion Part 3

  年  組  番  氏名               

A. 次の日本語を英語にしましょう。

1) 生活賃金                 

2) …を禁止する         

3) 労働         

4) 及ぶ         

5) ウェディングドレス                 

6) （…に）重要なことには         

7) …をつなぐ         

8) このごろ                 

9) …ということを心に留めておく                      that ...

B. 日本語と同じ意味になるように，  に適切な語を入れましょう。

1) 私たちはいつ日本を離れるべきかを決めなければなりません。

We must decide                         Japan.
2) どこで彼を待ったらいいか，あなたは知っていますか。

Do you know                         for him?
3) 私はこのコンピュータの使い方を習いたいです。

I want to learn                         this computer.

C. 以下の文が Part 3 の内容に合っていれば T を，合っていなければ F を(  )内に入れましょう。

1) Ethical fashion companies have already sold wedding dresses. (  )
2) It is not hard to be ethical about fashion. (  )


