
1 多種類の動物 21 彼らが安全に生きるのを助ける 41 災害に備える

2 絶滅の危機 22 次々に・ひとつずつ 42 数字に〇をつける

3 気候変動 23 その島に 43 地元の避難所

4 人間の活動 24 1990年代に 44 どれくらいの食べ物と水

5 絶滅危惧の動物 25 そのときから 45 火事の場合

6 このような状況 26 ～のすべて 46 消火器

7 ～を耳にする 27 日本独自のトキ 47 だんだん弱く

8 ～についての情報 28 日本の上空を 48 しばらくして

9 など 29 以前のように 49 ～する価値がある

10 一覧にある・載る 30 ある研究によると 50 （彼らの）身体中に

11 例えば 31 絶滅する

12 ～に知ってほしい 32 電子機器

13 ～しませんか？ 33 これらの理由のひとつ

14 クラス新聞の記事 34 これらの装置を作るために

15 良い考えだね 35 より多くの彼らの生息地

16 私たちに～させる 36 生態圏の中で

17 レッドリストの一例 37 多くの別のもの

18 日本語で 38 お互いに関係がある

19 明治時代までは 39 行動を起こす

20 トキの数 40 動物が生き残る手助けをするthe population of ibises help the animals survive
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