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 Plant Native Plants to Support local Environment, Wildlife 

 

evolve   進化する 

entomology  昆虫学 

pollinator  受粉者 

food chain  食物連鎖 

collapse   崩壊 

landscape  美化、緑化する 

 

 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

「地球の日」は 4月 22 日だ// 毎年、世界中の人々はこの日を祝う/ 環境を配慮することを促進するこ

とを通じて// 彼らはあらゆる種類の活動を行う/ この惑星の健康をよくするための努力の一つとして// この

目標を支える一つの方法は/ あなたの地域に土着の植物を育てることだ// これは鳥や昆虫など、土着の

植物のそばで進化してきた鳥や昆虫などの野生生物を助ける// これらの動物の多くにとって、植物花粉は

食べ物である// 土着の花粉を運ぶ動物は、しばしば土着でない植物を食べ物として認識できない// これ

は彼らが花粉を集めず、また植物の種を拡散しないことを意味する// 土着でない植物を植えることは、花

粉を運ぶ動物にとって、いわゆる「食料砂漠」を作り出す/ ハチ、鳥、コウモリ、蝶などその他さまざまな動物

を含む// ドーグ・タラミ―はデラウェア大学の昆虫学教授である// 彼は非土着植物が自然の食物連鎖に

害を及ぼしうることを発見した/ そしてこれは環境の崩壊に繋がりうる.// “植物の選択は大切だ”、と彼は

言う// ”我々の土地の景観づくりに我々が使う植物は/ そこにどれだけ生き物が住めるかどうかで決められ

るべきだ”// 人間は昆虫に強く依存している// 彼らがいなければ花を付ける植物はいない/ そしてこのこと

は、重要な動物を支える食物連鎖を傷つけることになる// 鳥は、例えば、食べ物を植物に依存しその種を

拡散させる/ 有害な昆虫の生息数を同時に抑えながら//昆虫は植物を助ける。酸素を提供し我々の水

を綺麗にし/ 炭素を固定し土壌に栄養を加えている// このことが表土を作り出し洪水を防ぐ// 昆虫がい

なければ、生物圏―地球の生きている部分―は/ 昆虫という分解者を失って腐るだろう// 人間は、はっ

きり言ってそこでは生存できない、とタラミーは言う// 食料を提供し昆虫およびそのほかの野生生物に生息

地を提供することに加えて/ 土着の植物は簡単に生育することができ、多くの手間を必要としない// このこ

とはより少ない水やりと施肥を意味する//この状況は庭師と花粉を運ぶ動物にとってウィンウィンである.//                                                  

301 文字      WPM       

Earth Day is April 22.// Every year, people around the world observe the day/ 

by helping to care for the environment.// They carry out all kinds of activities/ in 

an effort to better the planet’s health.// One way to support this goal/ is to grow 

plants native to your area.// This helps wildlife like birds and insects 

that evolved alongside native plants.// For many of these animals, 

plant pollen is their food.// Native pollinators often cannot recognize non-

native plants as food.// This means they do not collect the pollen or spread 

plants' seeds.// Planting non-native species creates so-called “food deserts” for 

pollinators/ including bees, birds, bats, butterflies and more.// Doug Tallamy is 

a professor of entomology at the University of Delaware.// He found that non-

native plant species can harm the natural food chain,/ which can lead to a 

collapse of the environment.// “Plant choice matters,” he said.// “The plants we 

choose to landscape our properties with/ should be determined by how much 

life can live there.”// Humans depend strongly on insects.// Without them, we 

would have no flowering plants,/ which would harm the food web that supports 

important animals.// Birds, for example, depend on plants for food and spread 

their seeds/ while keeping the populations of harmful insects down.// Insects 

support plants that provide oxygen, clean our water,/ capture carbon and add 

nutrients to the soil.// That builds topsoil and prevents flooding.// Without 

insects, the biosphere – the living parts of the Earth –/ would rot because of 

the loss of insect decomposers.// Humans simply could not survive that, 

Tallamy said.// In addition to providing food and habitat for insects and other 

wildlife,/ native plants are able to grow easily and do not require much care.// 

That means less watering and less fertilizing.// The situation is a win-win for 

gardeners and pollinators.//                          301words      WPM 

 

《Linking Logic》 

ex.)  

 

harm   傷つける 

nutrient   栄養 

biosphere  生物圏 

decomposer  分解者 

habitat   生息地 

fertilizing  肥料 
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