
Lesson 2 Sleep in Animals

Part 1
Some animals sleep longer / 長く眠る動物がいます
than others do.// ほかの動物より。
And / そして
animals sleep / 動物は眠ります
in different ways / いろいろな方法で
for different reasons.// いろいろな理由により。
Do you know these facts?// あなたはこれらの事実を知っていますか。
Typical meat-eating animals, / 典型的な肉食動物，
such as lions and tigers, sleep / たとえばライオンやトラは眠ります
in a relaxed, / くつろいで，
lying position.// 横になった体勢で。
They sleep longer / 彼らは長く眠ります
than most humans do.// ほとんどのヒトより。
They often sleep / 彼らはたいてい眠ります
for more than 13 hours / 13時間以上
a day.// 1日に。
Why do they sleep / なぜ彼らは眠るのでしょうか
for such a long time?// そんなに長時間。
The reason is simple.// その理由は簡単です。
They do not have predators.// 彼らには捕食動物がいないのです。

Part 2
Plant-eating animals spend / 草食動物は過ごします
most of their time / 時間の大半を
eating and watching / 食べたり，警戒して
for predators.// 捕食動物が現れないかと
For this reason, / このため，
they sleep / 彼らは眠ります
for a very short time.// とても短い間。
For example, / たとえば，
horses sleep / ウマは眠ります
for a couple of hours / 2時間
a day.// 1日に。
Giraffes sleep / キリンは眠ります
for only half an hour.// 30分だけ。
Both horses and giraffes sleep / ウマもキリンも眠ります
in a standing position / 立った体勢で
to respond to any danger quickly.// どんな危険にもすばやく反応するために。
How about humans?// ヒトはどうでしょうか。
We eat / 私たちは食べます
both plants and meat.// 植物も肉も。
We sleep / 私たちは眠ります
for about eight hours/ およそ8時間
a day.// 1日に。
We sleep shorter / 私たちは短い間眠ります
than meat-eating animals, / 肉食動物より，
but longer / しかし長く（眠ります）
than plant-eating animals.// 草食動物より。
Isn’t it interesting?// 興味深くないですか。

Part 3
Some ocean animals, / 海洋動物の中にはいます，
such as whales, / たとえばクジラのような，
have to swim to the surface / 水面まで泳がなければならないものが
for air.// 空気を吸うために。
How do they sleep?// これらの動物はどのように眠るのでしょうか。
Surprisingly, / 驚くべきことに，



they sleep / これらの動物は眠ります
by resting one half of their brain / 片方の脳を休めて
and closing one eye.// 片方の目を閉じて。
These animals sleep / これらの動物は眠ります
for several hours / 数時間
a day / 1日に
in all.// 合計で。
Migratory birds, / 渡り鳥，
such as cranes, also sleep / たとえばツルも眠ります
in the same way as whales / クジラと同じように
during their long flights.// 長い飛行の間。
However, / しかしながら，
the length of their sleep / 彼らの睡眠の長さは
is not clear.// 明らかではありません。
Would you like to sleep and do something / あなたは眠りつつ何かをしたいですか
at the same time / 同時に
like whales and cranes?// クジラやツルのように。


