
Unit4 part1 AI の進化

AI technology (         )(            ) great progress (              ).　
　
It has become (     )(         )(      ) our daialy lives.
　
(          )(               ), the Internet search engines use AI technology.
　
(              )(          )(            )(         )(         )(           )(               ) are 
coomon(             )(          ).　

(            )(            )(                  )(             )(           )(            ) have become
popular.
　

These all use AI technology.　

Translation software also uses AI technology.　
　
It can (           )(           )(           ) the best translation (          )(            ) AI
technology.
　
It (          )(                 ) common.
　
(      )(         )(         )(          )AI will (        )(       )(                 ) with 
people (         )(            )(          )(             ) quite easily.

AI 技術は近頃大きな進歩を遂げている。

それは私たちの日常生活の一部分になっている。

例えば、インターネットの検索エンジンは AI 技術を使っている。

声の命令に応答するスマートフォンは最近では一般的である。

自動的にあなたたちの家を掃除してくれるロボットは人気となっている。

これらはみな、AI 技術を使っている。

翻訳ソフトウェアも AI 技術を使っている。

それは AI 技術を使うことにより一番良い翻訳を思いつくことができる。

それは一般的になりつつある。

近い将来に、AI は私たちが世界中の人々と非常に簡単にコミュニケーショ

ンを取ることを助けることになるだろう。



Unit4 Part2  記事に対する３人の意見

Tina

Kota

Hajin

Translation software is useful.　
　
I sometimes use it when I don't understand a Japanese phrase.

(      )(         )(       )(        ).　
　
I have (     )(        )(        )(        )(      ) (           )(             ).
　
(       )(        )(        )(       )(           )(           ), so he use a 
translation device.

(         )(        ) the device, he can easily interact with (            )
(                )(        )(         )(       )(         )(              ).　
　

AI devices can (         )(         ) many languages.　
　
Learning foreign languages (           )(         ) be so important 
(                  ).
　
(       )(            )(        )(         ), Kota.

Translation devices are convenient, but I think learning foreign
languages is (             ) important.

(         )(        )(      )(       )(       )(      )(             )(      )(           ).

翻訳ソフトウェアは役に立ちます。

私は日本語の表現が理解できないとき、時々それを使います。

ティナに賛成です。

私には日本料理店を経営しているおじがいます。

彼は英語を話すのが得意ではないので、翻訳機器を使っています。

その機器のおかげで、彼は簡単に料理店に来る外国のお客さんと簡単に

コミュニケーションを取ることが出来ます。

AI 機器は多くの言語に役立つことができる。

外国語を学ぶことはもうそれほど重要なことではないのかもしれない。

私は君に反対だよ、こうた。

翻訳機器は便利だ。でも私は外国語を学ぶことはまだ大切だと思う。

私は自分自身でコミュニケーションを取れるようになりたい。



Unit4 Part3 あなたはどう思う？

Ms.Brown Kota raised an interesting point, but (      )(        )(       )  
(           ).
　

AI technology is progressing (            ), and transration　 

software (       )(        )(       )(            )(             ).　
　
(                 ), I think learning foreign languages is still a      
(               )(                  ).

It's (     )(              )(          )(        )(            )(          )(         )
(            ).
　
You also learn more about your own language and culture.

Learning about (         )(          )(               ) and culture 
(       )(       )(         )(     )(         )(              )(      )(       )(       ).
　
What do you think?

コウタは面白い意見を出してくれましたが、私はハジンに賛成です。

AI 技術は急速に進歩しており、翻訳ソフトウェアはメッセージの交換に役

に立ちます。

しかしながら、外国語を学習することはまだ価値のある経験だと思います。

それはあなたたちの世界観を広げる経験です。

あなたは自分自身の言語や文化についてもより学ぶ。

お互いの言語や文化を学ぶことは私たちがお互いをより良く理解をするこ

を助けてくれる。

あなたはどう思いますか？



Unit4-Goal 投稿文を読んで、自分の意見を書こう

A　
Ms. Cat
Translation software is convenient, but I think we (          )(         ) foreign 
languages.
　
I (          )(       )(         ) directly with people from foreign countries.
　
I (          )(         )(        ) be (       )(           )(         )(            )(        )(           ).

ミズ・キャット

翻訳ソフトウェアは便利ですが、私たちは外国語を学ぶべきだと思いま

す。　

私は外国からの人々と直接話をしたいです。

私は機械に頼っている人になることは気が進まないです。

B  
Mr.Panda  
 I suppose translation software is not so bad.  
  
We (        )(        )(          )(            ), But (      )(      )(      )(      )(      )
(        )(        )(             )(      ).  
   
We should use translation software when we need it.  
 
I think (      )(           )(        )(     )(     )(       )(      )(      )(    )(           )(      ).

ミスター・パンダ

私は翻訳ソフトウェアはそんなに悪くはないと思います。

私たちは英語を学んできていますが、私たちのみながそれを話すのが得

意なわけではありません。

私たちは翻訳ソフトウェアが必要なとき、それを使うべきです。

重要なのは適切な方法でそれを使うことだと思います。



C
Mr.Robo　

AI is changing our lives.　
　
Now we can use (    )(         )(       )(            )(           )(            ).

Japanese students spend (        )(         )(         )on learning English.
　
If they have such a device, they don't need to learn it.
　
I think learning foreign languages won't be necessary (       )(        )(         ).

ミスター・ロボ

AI は私たちの生活を変えています。

今では、私たちは様々な言語を翻訳する機器を使うことができる。

日本人の学生はあまりに多くの時間英語を学ぶことに費やしている。

もし彼らがそのような機器を持っていれば、それを学ぶ必要がない。

私は将来、英語エお学ぶ必要がなくなるだろうと思います。

D
Ms. Ninja
Learning foreign languages is not just for communication.　
　
(      )(         )(       )(         )(       )(        )(        )(        )(            )(      )(         ).

I remember the famous words:　
　

“  (          )(        )(         )(             )(      )(           )(             )(          )(            )
(           )(                 )(            ).”

ミズ・ニンジャ

外国語を学ぶことは単にコミュニケーションのためだけではない。

それは私たちが自分たち自身の言語や文化についてより学ぶことを手

助けしてくれる。

私は有名な言葉を覚えています。

「外国語を何も知らない人々は自分たち自身の言語について何も知らな

い」


