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Laurel No.４１

江戸川区立小岩第一中学校一年 英語科通信

ナショナル・トラスト とは？
破壊されるおそれのある貴重な自然や歴史的環境を守るために、広く国民から寄

付を募って土地や建物を買い取ったり、寄贈してもらったりして、手に入れた土地や建

物を保存、管理、公開する運動のことです。

㎢２００６年現在、イギリスのナショナルトラストの会員数は約３４０万人。2,500 の土地、

700マイルの海岸線、300以上の歴史的建造物などを持つ、イギリスでもっとも大きな

民間の土地所有機関となっているナショナル・トラストですが、その始まりはたった３人

の市民から出発しました。

１８９５年当時、イギリスは世界に先駆けて産業革命を経験し、急激な都市開発と工業

化の結果、美しい自然や歴史的環境が破壊され、消えていく事態に直面していました。

やがてこの状況に危機感を抱いた人たちが民間の保存運動を展開しますが、土地を

所有している人の権利が非常に強く、限界がありました。

弁護士ロバート・ハンターはそこで「しっかりした基盤を持つ法人組織を作り、貴重

な自然や歴史的環境を土地ごと所有し、守ろう」と考えました。この団体を「ナショナ

ル・トラスト」と名付けたのは社会事業家で婦人運動家のオクタビア・ヒルでした。ナイ

チン・ゲールと並び称される彼女も、ハンターも本業の方が大変忙しくなかなか運動

が進みません。そこに三人目のイギリス国教会牧師キャノン・ローンスリーが現れまし

た。彼は湖水地方（the Lake District）に住んでいて、そこの自然保護運動を続けてい

ましたが、鉄道建設のために貴重な景観の残る土地が売りに出されるという緊急事態

が起こっていました。

一刻も早くナショナル・トラストの構想を実現しなければならないと考えた三人の生

涯変わらぬ友情と強い意志が、この運動を一気に推し進めたと言われています。1894

年ロンドンで設立総会が開かれ、1895年商務省の承認を得て、ナショナル・トラストは正

式に発足しました。

＜参考文献＞木原啓吉『ナショナル・トラスト』三省堂、１９９８
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これがルールだ！
＊過去形の疑問文

Koji played baseball yesterday. コージは 昨日 野球を した。

Did Koji play baseball yesterday? コージは 昨日 野球を しましたか。

答え方 Yes, he did. はい、しました。
No, he didn't. いいえ、していません。

♪過去do 動詞 頭に Did つけ 疑問文 あとは原形～♪

つまり、sつき do動詞の疑問文と似てる～！！

Lesson ９ section ２ (教科書 ８９ページ）
日本語 英語 練習

protect

ago

did

only

has

million

member

didn't

Today's Homework （今日の宿題）
ジョイフルノート 教科書８９ページ分
完全学習 １１１・１１２・１１３ページ
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Reading Task: 自信のないひとは、Aから読み始めましょう。すらすら読めたら、Bで読ん

でみましょう。B でよめたら Cで読んでみましょう。Cの英文を完成しながら読める人は、D
で英文にしながら読んでみましょう。

A
The National Trust protects the Lake District.
ｻﾞ ﾅｼｮﾅﾙ ﾄﾗｽ t ﾌﾟﾛﾃｸﾂ ｻﾞ ﾚｲｸ ﾃﾞｨｽﾄﾘｸ t

The trust started over 100 years ago.
ﾄﾗｽ t ｽﾀｰﾃﾞｨ d ｵｳｳﾞｧ ﾜﾝ ﾊﾝﾄﾞﾚｯ d ｲﾔｰｽﾞ ｱｺﾞｳ

Did many people join it then?
ﾃﾞｨ d ﾒﾆｲ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ ｼﾞｮｲﾝ ｲｯ t ｾﾞﾝ

No, they did not.
ｾﾞｲ

Only three volunteers started it.
ｵｳﾝﾘｨ ｽﾘｰ ｳﾞｫﾗﾝﾃｨｱｰｽﾞ ｽﾀｰﾃｨ d

Now it has over 3 million members.
ﾅｳ ｵｳｳﾞｧ ｽﾘｰ ﾐﾘｵﾝ ﾒﾑﾊﾞｰｽﾞ

The Trust protects beautiful places and old houses.
ﾌﾟﾛﾃｸﾂ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ ﾌﾟﾚｲｽｨｽﾞ ｱﾝ d ｵｳﾙ d ﾊｳｽｨｽﾞ

Your friend,
ﾕｱ ﾌﾚﾝ d

Mary
ﾒｱﾘｰ
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B
The National Trust protects the Lake District.
The trust started over 100 years ago.
Did many people join it then?
No, they did not.
Only three volunteers started it.
Now it has over 3 million members.

The Trust protects beautiful places and old houses.
Your friend,
Mary

C
The National Trust （守る、保護する） the Lake District.
The trust （始まった） over 100 years ago.
（しましたか） many people join it then?
No, they did not.
（たった、わずか） three volunteers started it.
Now it has （以上の) 3 million members.

The Trust protects beautiful （場所） and old houses.

Your friend,
Mary

D
ナショナル・トラストは 湖水地方を 保護しています。
このトラストは 100年以上前に 始まりました。
たくさんの人が その時に それに 加わっていたでしょうか。
いいえ，そうではありませんでした。
わずか 3人のボランティアが それを 始めました。
今は（それには）300万人以上の会員が います。
このトラストは 美しい場所や古い家を 保護しています。
友だちの メアリーより


