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注意事項

1。 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2。 この問題冊子は表紙を除いて4ページあります。 解答冊子は表紙を除いて

4ページあります。

3.試験中に問題冊子および解答冊子の印刷不鮮明や汚れ、ページの乱丁・落丁

等に気づいた場合は、静かに手を挙げて監督者に知らせてください。

4.解答は、必ず黒鉛筆またはシャープペンシルで、解答冊子のそれぞれの解答

欄に記入してください。

5。 解答冊子は切り離さないでください。

6。 監督者の指示に従つて、解答冊子の表紙に受験番号、氏名を正しく記入し、

整理番号欄と得点欄には何も記入しないでください。

7.1枚の解答用紙に複数の問題の解答を記入しないでください。 問題毎に必

ず解答用紙 1枚を使用してください。

8.試験終了後、問題冊子は持ち帰つてください。
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問 1 次の英文は光合成 (photosynthesis)に ついて述べたものです。全文を日本語に訳 し

なさい。

“What drives life is...a little current,kept up by the sunshine,"wrote Nobellaureate

Albert Szent・ Gyёrgyio With this simple sentence,he summed up one ofthe greatest

marvels of evolution― photosynthesis. During the photosynthetic process, radiant

energy缶 om the sun is captured and used to fbrm the sugars on which alllife,including

our own,depends。  Oxygen,also essential to our e対stence,is released as a by・ product.

The“little currenザ 'begns when a particle of light strikes a molecule of the green

pigment chlorophyn,boosting one ofthe electrons in the chlorophyll to a higher energy

level.

(踊οれヮ′aFPFarお ρ 開 源οコ.Ray R Evertand Susan E.Eichhorn.)

(参考)

Nobellaureate Albert Szent‐ Gyёrgyi:ノ ーベル賞受賞者アルベル トセン トジェルジ

radiant energy:放 射エネルギー

by‐product: 冨1産物

pttment:色 素
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問 2 次の英文はバイオ燃料について述べたものです。全文を日本語に訳 しなさい。

At irst blush, it's easy to make the case for biohels. By converting crops into

ethanol or biodiesel, farmers can reduce demand for ilnported oil, lower national

dependence on autho五 tarian governments in the Middle East,and potentia■ y cut

greenhouse gas emissions.

But dig a little deeper9 and the story gets more complicated. Biohels prornlse

energy and climate gains,butin some cases,those improvements wouldn't be dramatic.

And they come with some signiicant downsides,such as the potential for increasing the

pnce of com and other food stapleso Now9 a se五es of recent studies is undersco五 ng

another 五sk: A widespread shtt toward bioftels could pinch water supplies and

worsen water pouution.In short,an increased reliance on biohel trades an oil probleln

for a water problem.

fAnOther Biohels Drawback:The Demand for lr五 gadon

Robert R Ser宙 ce:Science 23 0ctober 2009:516‐517.lDOI:10.1126/sdence.3265161)

(参考)

At ist blush:一 見して

make the case for:～ を正しく主張する

authorita五 an:権威主義的な

staples:主 要産物
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問 3 次の英文はファス トフー ドについて述べたものです。全文を日本語に訳 しなさい。

Some 6dghtening facts have come out about how often cOnsumers choose to eat fast

foods.The Cancer Council of Australia recently indicated thЮ ugh a detailed report

that the consumption of fast food has risen by nearly 50%in the past few yearso With

so many people choosing to eat items that are known to be unhealthy new concerns

have ansen。

Unfortunatel勇 obeSity has continued to五 se in Australian adults and children.In

fact,more than halfofthe adults in the country are classiied as obese. Because ofthis,

there is a五 se in heart conditions,stroke,diabetes,and other life threatening illness.

In addition,several direrent types of cancer have been linked to an unhealthy lifestyle

and diet.

OMike Stewart:http7ノ
…

foodSafeじ∞m.au/2013ノ 03/regulating‐ fast‐food‐ for‐ austrahan

‐consumer‐ health/h

(参考)

The Cancer Council ofAustraha:オ ーストラリアがん協議会

obesity:肥満

obese:肥満

stroke:月図卒中

diabetes:糖 尿病
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間 4 次の英文は中国の大気汚染について書かれた記事の一部です。全文を日本語に訳 し

なさい。

Beiiing has been battling an unwelcome,unrelenting and"very unhealthy"smog for

many IIlonths,much ofit lnade up of particulate nitrogen compounds suspended in the

airo Nitrogen pollution in China has kept pace with the country's rapid growth. A

study published in」 詢bι口″ last week inds that the rate of nitrogen ponution grew by

more than halfin the last 30 years.

Researchers± om China Agricultural University analyzed data fbm across the

count理ソand ibund the amount ofnitrogen expened into its surroundings every year rose

by 8 kilograms per hectare every year between 1980 and 2010。  While most of the

nitrogen still conles ttom waste fertilizer,the source of nitrogen pollution is shitting

士om agriculture to industry and transport.One ofthe byproducts ofthis saturation is

nitrous o対de,one of the most threatening global warmers along with carbon dioxide

and lnethane.

QIassive Nitrogen Ponution Accompanies Chinals Growth,Nayantara Narayanan and ClimateWire,

Sdenti■cAme五can,February 27,2013)

(参考)

unrelentng:厳 しい

China Agricultural Universiけ :中 国農業大学

劇″″り:雑誌の名前

expened:排 出された

waste fertilizer:流 出する肥料

nitrous o対de:亜酸化窒素

threatening:脅迫的な



解答例

問題 1

“生命を駆動するものは…太陽の光によつて維持される小さな流れだ"と ノーベル賞受賞

者アルベル トセントジェルジは書いた。進化の最も驚くべきことの 1つである光合成を、

彼はこのような簡単な文で要約した。光合成過程の間、太陽からの放射エネルギーが捉え

られ、我々の生命を含めたすべての生命が依存する糖を形成するために使われる。これま

た我々の存在に必須である酸素が副産物として放出される。光の粒子が緑の色素クロロフ

ィルに当たリクロロフィルの電子の 1つをより高エネルギーレベルに高めるとき、その“小

さな流れ"が始まる。

問題 2

-見、バイオ燃料ついて正 しく主張することは簡単である。作物をエタノールやバイオ

ディーゼルに変換することで、農家は輸入する油への需要を減らし、中東の権威主義的な

国への国家的依存度を下げ、温室効果ガスの放出を潜在的に削減することができるのであ

る。

しかし、少 し深く掘 り下げると話はもつと複雑になる。バイオ燃料はエネルギーや気候

に関する利益を約束するが、時として、その改良は劇的には進まないだろう。 さらに、い

くつかの重大な欠点も現れてくる。例えば トウモロコシや他の食糧主要産物の価格上昇の

可能性である。現在、一連の最新の研究は他の危険性を強調 している。それは、各地での

バイオ燃料への移行により水の供給をひつ迫させ水質汚濁を悪化させかねない、とい うこ

とである。端的に言えば、バイオ燃料への依存度が増すことは、石油の問題を水問題に交

換 しているのである。

問題 3

消費者がファス トフー ドを食べることを選ぶ頻度に関して、いくつかの恐ろしい事実が

出てきた。オース トラリアがん評議会は詳細なレポー トを通 して、ファス トフー ドの消費

がここ数年において約 50%上昇 していることを最近示 した。多くの人々が不健康である

ことが知られている食物を食べることを選択することに関して、新 しい心配が起こつてい

る。

残念なことに、肥満はオース トラリア人の大人と子供で増え続けている。実際、この国

では大人の半分以上が肥満に分類される。このため心臓病、月肖卒中、糖尿病および他の生

命を脅かす病気が増えている。加えて、いくつかの違つたタイプのがんが不健康なライフ

スタイルや食事とリンクしている。



問題 4

北京は、歓迎されない、厳 しい、そしてとても不健康なスモッグ、その多くは粒子状の

窒素化合物が空中に浮遊したものであるが、と何ヶ月も戦つてきている。中国における窒

素汚染は国の急速な成長と歩調を合わせてきた。先週、ネイチャー誌に発表された研究は

窒素汚染の割合がこの30年で50%(半 分)以上増えたことを見出している。

中国農業大学の研究者たちは国中のデータを分析 して、毎年環境中に排出される窒素量

が 1980年 から2010年 の間、毎年 1ヘクタール当たり8キ ログラムも上昇 したこと

を発見した。ほとんどの窒素はまだ流出する肥料から来るが、空素汚染の原因は農業から

工業や輸送に移 りつつある。この飽和 (余剰窒素)の副産物の一つが亜酸化窒素であり、

二酸化炭素やメタンと共に最も脅迫的な地球温暖化ガスの一つである。


