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OverseasSample Sentences

Title

Introduction

Problem

In my country
Title

Introduction

Problem

Solution

Reaction

Actions

Possible Research Topics
□
□
□
□

The rich and the poor 
Fair-trade products 
Low wages
Homeless people

Hints
Step3

Step4

Step5

Read the sample sentences to get some ideas 
for writing.

Research something to do with the 
topic. Write around 150 words. Use 
some of the useful expressions, if 
you like.

After writing, share your ideas with your friends. 

Reference

1 billion 2 causes 3 deserves 4 effects 5 ensure 6 enterprise 7 equal
8 fair-trade products 9 forms 10 health care 11 labor 12 opportunities 13 population
14 poverty 15 prosper 16 protection 17 sustainable 18 technology 19 transformed
20 unemployment

VOCABULARY BOX

Actions

Reaction

Solution

The rich and the poor

We must end poverty in all its forms everywhere.

According to one expert, ending worldwide poverty in 20 years 

would cost about $175 billion per year. This sounds like a lot, but it 

is less than one percent of the income of the world’s richest 

countries. Twenty-seven of the 28 poorest countries in the world are 

in Africa.

Village Enterprise is an American company that was formed in 1987. 

They help East Africans start small, sustainable businesses such as 

restaurants, tailors, farms, and small shops by providing training and 

start-up money. By 2019, Village Enterprise had transformed one 

million people’s lives. 

I was surprised to find out that we could end poverty if we wanted 

to.

I can find out more about the causes and effects of poverty around 

the world. I can give food or water to people begging on the street. 

I can learn about fair-trade products and try to buy them when I can.

短縮形を使用したサンプル文の音声も
聞きましょう。（プレゼンをする時、
参考にしましょう。）

検索したデータの出典を書きま
しょう。

書いた文をはっきりと相手に伝わるように読み上
げます。暗記してプレゼンするのもよいでしょう。

TAGAKI Advanced 3 SDGs: Problems and Solutions
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自分の意見の書き方

検索するトピックをタイトルにしましょう

導入として少なくとも一文は書きましょう。もし思いつかない場合は、
サンプル文を参考に書き写してもよいでしょう

検索結果をもとに、自分の国で問題になっていることを書きましょう

検索結果をもとに、その問題に対する解決策や解決しようとしている試みを書きましょう

その問題や解決策について、思ったことを書きましょう

目標達成のために自分ができることは何か、身近で具体的なアイデアを書きましょう

Title

Introduction

Problem

Solution

Reaction

Actions

理解できたかどうか、5つの質問に答え
ます。
(解答例はp76~p79に掲載しています）

マンガとFACT BOXを読んで、SDGs
の目標の1つを学びます。音声も聞き
ましょう。

目標を理解するために必要な単語です。
書くときに使ってみましょう。

Thinking Reading Listening Thinking Reading Listening

Writing

Thinking Writing

Speaking

Thinking WritingSearching

音声はアメリカ英語で
収録されています。

SDGsの目標達成のために、ある国が取り組ん
だ問題とその解決策についてのサンプル文を
読みます。音声も聞きましょう。

書くためのトピックはPossible Research Topicsの
ヒントから選んでもかまいません。トピックを決め
たら、自分の国についての問題とその解決策につい
て検索します。サンプル文の構成(Introduction,
Problem,Solution,Reaction, Actions)を参考に150
語以上で書きます。

Useful Expressions
黄色の下線で「便利な表現」
を示しています。使って書
いてもよいでしょう。

How to use -使い方-
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