Reading Task 2～8 までの Phrase Reading（および和訳例）です。
参考にして復習に活用してください。

Reading Task 2

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

What means do you use in communicating with others? // You may probably answer /
you’re mostly using your mouth and hands. // We often think of speaking or writing / when
we talk about communication. // However, / we also communicate with people around us /
by non-linguistic means. // For example, / we communicate with them by gestures or by
expressions on our faces. // Communication is telling or showing someone our ideas and
feelings / and plays an important role in our daily lives. //
Many studies have shown / that the loss of ozone is harmful to our health. // Ozone in the
atmosphere protects the earth/ from harmful rays from the sun. // Less ozone means more
such rays will reach the earth. // Scientists say / that as many as seven percent more cases of
skin cancer / can be expected / when one percent of the ozone is destroyed. // They also say
/ that more rays from the sun / may weaken the body’s defense system / against illness. //
Serious damage can happen to your body/ if you are exposed to the sunlight for a long time.
（和訳例）
他の人とコミュニケーションを図るときあなたはどんな手段をとりますか。// あなた
はおそらく答えることでしょう / あなたはたいていは口や手を使っていると。// 私たちは
しばしば話すことや書くことを思い浮かべます / コミュニケーションについて語る時は。
// しかし，/ 私たちはまた周りの人々とやりとりをしています / 言葉以外の手段で。// 例
えば，/ 私たちは身振り手振りや表情でやりとりします。// コミュニケーションは私たち
の考えていることや感じていることを誰かに教えたり示したりします / そして私たちの
日々の生活で重要な役割を果たしています。
多くの研究が示しています / オゾンの減少は私たちの健康に有害であると。 // 大気中
のオゾンは地球を守っています / 太陽からの有害な光線から。// オゾンが少なくなるとい
うことはより多くのそのような光線が地球に届くということを意味します。// 科学者たち
は言っています / 皮ふがんの発症が 7 パーセント多くなる / 可能性があると / オゾンが
1 パーセント破壊されると。// 彼らはまた言っています / より多くの太陽からの光線は /
病気に対する体の防御システムを弱めるかもしれないとも。 // 体に深刻な被害を負いかね
ません / もしあなたが長時間太陽光にあたれば。

Reading Task 3

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

Which of the below is longer? // Look at these arrow-like figures. // Which horizontal line
is longer / than the others? // You may answer / that B looks the longest, / and that C is the
second longest among the three. // Measure these three lines, / and you will see / that they
are of the same length. //
Why are we confused? // Each line has arrow heads or tails, / and these additional parts
create the illusion / that B is the longest. // This is an example of an “optical illusion.”// There
are many optical illusions around us. // They happen whenever you see something / that is
different from reality. // Let’s enjoy the mysteries of visual perception. //
Here is another example of an optical illusion. // Some say that this is a picture / of a rabbit
facing right, / and others claim / it is a duck facing left. // This “duck-rabbit”was first
presented by Joseph Jastrow, / an American psychologist.
（和訳例）
下の図でどれが長いですか。// これらの矢のような図を見てください。// どの（水平）
線が長いでしょうか / 他のものよりも。// あなたは答えるかもしれません / B がいちば
ん長く見えると，// そして 3 つのうち C が 2 番めに長いと。// これら 3 つの線を測って
みてください，/ するとわかるでしょう / これらは同じ長さであると。
なぜ私たちは区別がつかないのでしょうか。// それぞれの線は矢じりと矢羽があり，/ そ
れらの追加部分が錯覚を作り出しています / B がいちばん長いという。// これは「目の錯
覚」の 1 つの例です。// 私たちの周りにはたくさんの目の錯覚があります。// 錯覚は何か
を見るときに生じます / 現実とは違った。// さあ視覚の不思議を楽しみましょう。
ここにもう一つの錯覚の例があります。// これは絵だと言う人もいれば / 右向きのウサ
ギの，/ そして主張する人もいます / それは左向きのアヒルだと。// この「アヒルとウサ
ギ」はジョセフ・ジャストローによって初めて紹介されました / アメリカの心理学者の。

Reading Task 4

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

When I first met her in 1989, / I was 18 / and she was just a cute 3-year-old girl. // I often
visited a ramen shop for its special noodles / and came across her, / but I did not know her
name then. //
After studying for 5 years at a college, / I got my first job at a company. // I missed the
noodles, / but there was no chance to visit the shop, / because I was busy / and it was open
only during the daytime on weekdays. //
A lot of unexpected things happened / because of the bankruptcy of Lehman Brothers in
2008. // After that I had to change jobs / and now I am working at a pet food company in my
hometown. //
This year, in 2016, / I happened to meet the same girl at a baseball stadium. // She was a
beautiful woman / but there were still traces of how she used to be. // After a long talk, / I
finally found out / that she was Lisa, / to whom my old friend was married.
（和訳例）
1989 年に私が初めて彼女と出会ったとき，/ 私は 18 歳でした / そして彼女はほんの
3 歳のかわいい女の子でした。// 私はあるラーメン店にしばしば特製ラーメンを食べに行
きました / そして彼女を見かけました，/ しかしそのときは彼女の名前を知りませんでし
た。
大学で 5 年間学んだ後，/ 私はある企業に最初の就職をしました。// 私はその麺を恋
しく思っていました，/ しかしその店を訪れる機会に恵まれませんでした / なぜなら私は
忙しく / そしてお店は平日の日中しか営業していなかったのです。//
多くの予期せぬ出来事が起きました / 2008 年のリーマンショックによって。// その
後私は転職せざるをえなくなりました / そして今は地元のペットフードの企業につとめて
います。
今年，2016 年に，/ 私は野球場で同じ女の子に出くわしました。// 彼女は美しい女性
でした / しかしかつての彼女の面影が残っていました。// しばらく話した後，/ 私はよう
やく気づきました / 彼女はリサでした / 私の古い友人が結婚した。

Reading Task 5

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

The life on the floating islands depends on totora. // Houses and boats are built of totora.
// People lay dried totora on top of the reeds / to create soil, / which is then used to grow
potatoes. // They also make folk crafts out of totora.// They not only sell them to tourists /
but also exchange them for bread or fruit. // That’s because it’s hard / to get those things on
the islands. //
The area around Lake Titicaca / has great reserves of silver. // Recently, / some companies
started to develop silver mines in the area. // The local people are worried / because the mines
may pollute the environment. // So, / they have held demonstrations / against the
development. //
Other metals / such as zinc and copper have also been discovered. // People fear / that
mining will pollute the lakes / on which their lives greatly depend. // Such pollution could
spoil the totora. // Without the totora, / it could be difficult for the people / to continue living
on the islands.
（和訳例）
その浮島での生活はトトラに頼っています。// 家やボートはトトラで造られていま
す。// 人々は乾いたトトラをアシの上に敷きます，/ 土壌を作るために，/ そしてそれは
その後ジャガイモを育てるのに使われます。// 彼らはトトラから民芸品を作ります。// 彼
らはそれらを観光客に販売するだけではなく / パンや果物と交換します。// それは難しい
からです / この島ではそれらのものを手に入れることが。
チチカカ湖周辺地域は / 銀の埋蔵量が莫大です。// 最近，/ 複数の企業がその地域で
銀の鉱山開発を始めました。// 地元の人々は心配しています / なぜなら採鉱場が環境を
汚染するかもしれないからです。// そして，/ 彼らはデモを起こしました / 開発に反対す
る。
他の金属 / 錫や銅といったものも発見されています。// 人々は恐れています / 採鉱
が湖を汚染することを / （その湖には）彼らの生活が大きく依存している。// このような
汚染はトトラをだめにしてしまいます。// トトラなしでは，/ 人々にとって難しくなる可
能性があります / その島で生活を続けることが。

Reading Task 6

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

Mr. Hara: The topic for today is / electronic versus paper dictionaries. //
Yoko: I like electronic dictionaries. // They are light in weight, / while paper dictionaries are
too heavy. //
Tomoko: That’s true, / but paper dictionaries don’t need electricity. //
Yuji: Let me add one more point. // An electronic one has a small screen, / but a paper one
has a two-page spread. // So I often enjoy looking through useful information / such
as meanings, example sentences, idioms, special usages, or even illustrations, / at the
same time. //
Ken: I can see your point. // But we must not forget / that electronic ones have many useful
functions, / like giving pronunciations of English words clearly. // On the other hand,
/ paper dictionaries have fewer functions.// They just show us phonetic symbols. //
Mr. Hara: Now, / what about everybody else? // Write down your opinions on the sheet / you
have now.
（和訳例）
ハラ先生：今日のテーマは / 電子辞書と紙の辞書についてです。
ヨウコ：私は電子辞書が好きです。/ それらは軽いです，/ その一方紙の辞書はとても重す
ぎます。
トモコ：それは事実です，/ しかし紙の辞書は電気がいりません。
ユウジ：もう一点付け加えさせてください。/ 電子辞書は画面が小さいです，/ しかし紙の
辞書は 2 ページの見開きです。// だから有用な情報を眺めるということを僕はよ
く楽しんでいます / たとえば意味，例文，熟語，特別な用法，さらには図版まで，
/ 一度に。//
ケン ：あなたの言いたいことはわかります。 // しかし忘れてはいけません / 電子辞書
には便利な機能がたくさんあることを，/ 英単語の発音を正確に教えてくれるとい
うような。// 反対に，/ 紙の辞書の機能は少ないです。// それらは発音記号を示
してくれるだけです。
ハラ先生：さて， / ほかの皆さんはどうですか。// あなたの意見をシートに書いてくださ
い / あなたの手元にある。

Reading Task 7

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

Throughout history / human beings have invented many kinds of medicine / to fight
against diseases. // However, / there are still some diseases / that are not cured completely
with medicine. // One of them is the common cold. // The medicine for a cold / can lessen
the symptoms / but it cannot get rid of your cold / because the real cause of a cold has not
been found yet. //
Folk remedies show what to do / when you catch a cold. // We should eat or drink /
something hot and good for the body. // This is true with many kinds of folk remedies / for
the common cold.
When we catch a cold, / we often buy medicine from a drugstore.// Let’s consider /
what such medicines can do for us. // Some kinds of medicine help our immune system work
better, / while others supply nourishment such as vitamin C. // Basically, / there are few
differences / between such modern medicines and folk remedies. // So, / we can say / that
folk remedies are often as effective as modern medicine.
（和訳例）
歴史を通して / 人類は多くの種類の薬を発明してきました / 病気と戦うための。//
しかし，/ いまだにいくつかの病気があります / 薬では完全に治らない。 // そのうちの
1 つがよくある風邪です。// 風邪薬は / 症状を軽くできます / しかし風邪を取り除くこ
とはできません / なぜなら風邪の本当の原因はいまだ発見されていないからです。
民間療法は何をすべきかを教えてくれます / あなたが風邪をひいたときに。// 食べた
り飲んだりすべきなのです / 温かく体によいものを。// これは多くの種類の民間療法に当
てはまります / 風邪に対する。
私たちが風邪をひいたとき，/ 私たちはたいていドラッグストアで薬を買います。 //
考えてみましょう / このような薬が私たちに何をしてくれるかを。 // ある種の薬は私た
ちの免疫システムの働きを促進します，/ 一方他のものはビタミン C のような栄養を補給
します。 // 基本的に， / 違いはほとんどありません / このような現代薬と民間療法との
間には。 // つまり， / 言えるのです / 民間療法はしばしば現代薬と同じくらい効果があ
ると。

Reading Task 8

*/の入れ方は例です。また文の区切れには//を振ってあります。

“Oh, he must be cross…,” / Sophie sighed. // She and Walter had a quarrel / over a trivial
matter / last weekend. // The next day, / Sophie called him to say she was sorry, / but he
didn’t answer the call / and never called her back. // Sophie and Walter met three months ago
/ at a welcome party of their college in London. // Sophie was a student majoring in botany,
/ or the study of plants. // She liked plants and flowers, / especially wild roses. // Walter was
from Adelaide, Australia, / and majored in economics. // Sophie was calm and caring, / and
Walter was fond of these qualities. //
“Why doesn’t he call me?” sighed Sophie sadly. // Walter was in his grandmother’s
bedroom in Australia. // Soon after he met Sophie he went home,/
because his father called him and said, / “Grandma is so weak now / and it won’t be long
before she dies.” // Walter had loved his grandmother so much. // As a boy, / he often spent
time with her sitting in her garden. // She really had a green thumb. // Her garden was always
full of flowers of the season. // Seduced by the sweet smell, / Walter looked out of the open
window / at the lovely flowers. // Roses were in full bloom, / and they reminded him of his
dear Sophie in London.
（和訳例）
「ああ，彼は怒ってるに違いないわ…」/ ソフィーはため息をつきました。// 彼女と
ウォルターはいさかいをしました / ささいなことで / 先週末。// 翌日，/ ソフィーは謝
ろうと彼に電話をかけました， / しかし彼は電話に出ませんでした， / そして折り返し彼
女に電話をかけることもありませんでした。 // ソフィーとウォルターは 3 か月前出会い
ました / ロンドンの大学の歓迎パーティーで。 // ソフィーは植物学を専攻する学生でし
た，/ すなわち植物の研究です。// 彼女は草花が好きでした，/ 特に野バラが。 // ウォ
ルターはオーストラリアのアデレード出身でした， / そして経済学を専攻していました。
// ソフィーは物静かで思いやりがありました， / そしてウォルターはこれらの人柄が好き
でした。
「なぜ彼は電話をくれないの？」 / ソフィーは悲しげにため息をつきました。 // ウ
ォルターはオーストラリアの彼の祖母の寝室にいました。// 彼はソフィーと会って間もな
く家に帰りました，/ なぜなら父親が彼に電話し，/ そして言ったからでした，/ 「おばあ
ちゃんが今とても衰弱している / そしてほどなく亡くなるだろう」と。// ウォルターは祖
母のことがずっと大好きでした。 // 彼は幼いころ，/ 彼女の庭でよく彼女と座って時間を
過ごしたものでした。 / 彼女はまさに「緑の指」の持ち主でした。 / 彼女の庭はいつも季
節の花で満たされていました。 // その甘い匂いに誘惑されて， / ウォルターは開いた窓
の外を見ました / 美しい花を。// バラが満開でした， / そしてそれらはロンドンの愛し
いソフィーを彼に思い出させました。

