
H24年度 産技高専 大問２

①
Why do leaves change color in autumn? That's a very (l)-a exciting question. And you will be
(l)-b excited when you hear the answer. In a leaf there are a lot of little packages of color.
The green packages are called chlorophyll. The yellow packages are called xanthophylls. The
orange packages are called carotene.

なぜ秋になると葉っぱが色づくのでしょうか？それはとても(l)-aな質問です。そして、その答えを聞いた
ら、あなたはきっと(l)-b することでしょう。葉っぱの中には、色のついた小さな包みがたくさんありま
す。緑色の包みはクロロフィルと呼ばれます。黄色の包みはキサントフィルと呼ばれます。オレンジ色の
包みはカロチンと呼ばれます。

②
In summer, the green chlorophyll packages are very busy. The green packages in the leaves catch
the light of the sun, and by using it for energy, they change water from the ground and carbon
dioxide into sugar. All summer the green chlorophyll makes food for the tree. Because the green
chlorophyll is so busy, the green color covers up all of the other colors in the packages. The
green packages of chlorophyll in the leaves need water from the ground to do (2) their job. The
water is pumped up by the roots of the tree, goes up the trunk and enters the leaves through
small tubes in the leaf.

夏には、緑色のクロロフィルの包みは非常に忙しいです。葉っぱの中の緑色の包みが太陽の光を受けて、
それをエネルギーにして、地中の水と二酸化炭素を糖分に変えているのです。夏の間、緑色のクロロフィ
ルは木の食料を作っているのです。緑色のクロロフィルはとても忙しいので、緑色は包みの他の色をすべ
て覆い隠してしまうのです。その葉の中のクロロフィルの緑色の包みは、(2)その仕事をするために地面か
ら水を必要とします。水は木の根で汲み上げられ、幹を上って、葉の中にある小さな管を通って葉の中に
入っていきます。

③
When autumn comes, the weather becomes cold. The tree knows that winter is coming and (3) begins
to get ready. A kind of wall grows over the water tubes in the leaves and closes them up to get
ready for winter. Water cannot get into the leaf! (4) Without water, the green chlorophyll
starts to disappear and we can see (5) the other colors in the leaf now. The leaves don't really
“change” color. They just lose their green! So we see yellow and orange leaves in this season.
But why are some leaves red? Do you remember the wall which covers over the tubes in the leaf
to stop the water from the roots? The tree uses the same tubes to carry the sugar to the other
parts of the tree. When the wall covers the tubes, sometimes sugar is left in the leaf. This
makes the red leaves red.

秋になると、気候は寒くなります。木は冬が来ることを知り、(3)準備を始めます。葉の中の水の管の上に
壁のようなものが生えて、冬に備えるために葉を閉じます。水が葉っぱの中に入ってこれないのです！ (4)
水がないと、緑色のクロロフィルは消え始め、(5)他の色の葉が見えるようになります。葉っぱの色は本当
に「変化」しているわけではありません。ただ、緑色がなくなるだけです。だから、この季節には、黄色や
オレンジ色の葉っぱが見られるのです。でも、なぜ赤い葉っぱがあるのでしょう？葉っぱの中に、根っこ
からの水をせき止めるための管があるのを覚えていますか？木も同じように管を使って糖分を他の部分に
運んでいるのです。壁が管を覆うと、葉の中に糖分が残ることがあります。これが赤い葉を赤くするので
す。

④
Americans usually call this season “fall,” because it is a time of falling leaves. When the
leaves stop the flow of the water and the food into them, they begin to die. The green chlorophyll
dies first, and then the yellow and orange packages die, too. When all of the packages are lost,
the leaves die. And they fall down to the ground.

アメリカ人は通常、この季節を「fall」と呼びますが、これは葉が落ちる時期だからです。葉に水と食べ物
が流れ込まなくなると、葉は枯れ始めます。まず緑色のクロロフィルが枯れ、次に黄色やオレンジ色の包
みも枯れます。すべての包みが失われたとき、葉は死にます。そして、地面に落ちていくのです。
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⑤
How about the trees that don't change the color of their leaves? There are two kinds of trees,
deciduous trees and evergreen trees. Deciduous trees are the ones I was talking about. They
change their leaf colors and lose their leaves in autumn to get ready for winter. Cold weather
brings many changes to the world. Water may freeze and become ice and snow. Many plants and
animals sleep in this season. The only plants that are green and grow even in winter are
evergreen trees. Evergreen trees are green all year. Their leaves are green “needles.” The
needles don't freeze in winter and they don't lose water (6) (a) quickly (b) other kinds of
leaves. So they can live on and their leaves are green even in winter by the water they have in
them!

葉の色が変わらない木はどうでしょう？木には 2 種類あります。落葉樹と常緑樹です。落葉樹は、私が言
っていたような木です。秋になると葉の色を変え、葉を落とし、冬に備えます。寒い季節は、世界にさまざ
まな変化をもたらします。水が凍って氷や雪になることもあります。多くの植物や動物がこの季節に眠り
ます。冬でも緑があり、成長する植物は常緑樹だけです。常緑樹は一年中緑色をしています。その葉は緑
色の「針」です。針は冬でも凍らないし、(6)他の種類の葉っぱ(a)のようにすぐに(b)水分を失うこともな
いです。だから生き続けることができ、冬でも葉が緑色なのは、葉に含まれる水分によるものなのです



H24年度 産技高専 大問３

①
Mike was sixty years old when he retired from his job this spring. He began to work at the car
factory when he was seventeen. He really wanted to work for a few more years. And the factory
told him to work more. But he could not stand for a long time. He felt bad when he worked for a
long time in the factory. He often said, “I feel bad because my foot aches.”

この春、マイクが仕事を引退したのは 60歳のときだった。17歳の時に自動車工場で働き始めた。彼は、ど
うしてもあと 2、3年働きたかった。工場も「もっと働け」と言う。しかし、彼は長い間立っていることが
できなかった。工場で長い間働いていると、気分が悪くなる。彼はよく「足が痛いから気分が悪い」と言っ
ていた。

②
One winter day, Mike's doctor said to him, “Mike, you kept standing at work for forty-three
years. It's time to sit down for a while.”(1) .(2) His wife was very glad when she heard that.

ある冬の日、主治医が彼に言った。「マイク、あなたは 43年間も立ち仕事を続けてきた。そろそろ座った
方がいいですよ」と言われた。(1) 。(2)それを聞いた奥さんはとても喜んだ。

③
A few weeks passed after Mike retired. He soon found something to do. He walked around and fixed
everything in the house. He also visited his son, Jim, to fix things. “Hello, everybody! Is
there anything I can (3) do for you today?” Mike always said when he came to Jim's house. “Oh,
hello, Father. Thank you, but nothing is broken today. So, please play with my children. They
will be happy,” Jim answered. He had three children. Mike's three grandchildren were happy
because he painted their house for them. They were also happy because their old toys and bikes
were fixed and worked again. He liked making and fixing things very much.

マイクが退職して数週間が経った。彼はすぐにやることを見つけた。彼は歩き回り、家の中のあらゆるも
のを直した。彼はまた、息子のジムを訪ねて、いろいろなものを直した。「やあ、みんな。今日は何か僕に
(3)できることはないかな？" マイクはジムの家に来るといつもこう言った。「ああ、こんにちは、お父さ
ん。ありがとう、でも今日は何も壊れていないよ。だから、私の子供たちと遊んでやってください。彼らは
喜びますから」とジムは答えた。彼には 3 人の子供がいた。マイクの 3 人の孫は、彼が家のペンキ塗りを
してくれたので、喜んでいた。また、古いおもちゃや自転車が直って使えるようになったことも喜んでい
た。彼は、ものを作ったり、直したりするのがとても好きだった。

④
When Mike had nothing more to fix, he was sixty-one. Mike did not want to sit and wait for a
long time until things were broken. One day he said to his wife, “I like fixing things, but that
is not enough. (4) . I need a hobby.” He thought about it for a few weeks. “What is the thing I
really want to do in my life?” Mike asked.

修理するものがなくなったとき、マイクは 61歳になっていた。マイクは、物が壊れるのをずっと待ってい
るのは嫌だった。ある日、彼は妻に言った。「物を直すのは好きだけど、それだけじゃだめなんだ。(4) 。
趣味が欲しいな 」と。彼は数週間、そのことについて考えた。「自分の人生で本当にやりたいことは何だ
ろう？」 マイクはそう問いかけた。

⑤
Finally Mike decided to do one thing. It was to play the violin. One day when he was young, he
visited his best friend and had a good time. His friend played the violin for him. He still
remembered that happy day. So Mike wanted to play the violin like him.

最終的にマイクは 1 つのことをすることに決めた。それは、バイオリンを弾くことだった。若い頃のある
日、彼は親友を訪ねて楽しい時を過ごした。その友人は、彼のためにバイオリンを弾いてくれた。マイク
はその時のことを今でも覚えている。だから、マイクは彼のようにバイオリンを弾きたかったのだ。
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⑥
“Oh, no,” Mike's wife said. “You're too old to learn something like that.” He did not say anything
to his wife. He just listened. Jim said, “That's good, Father. You can do it.” Mike did not
answer him, either. His grandchildren also said, “It's a good dream, but difficult, Grandpapa.”
Mike was very quiet. “Oh, it's really hard, but you can practice with me, Grandpapa. I can teach
you (5) and I also need your help. Let's practice together,” his youngest grandchild, Mary, said.
She practiced the violin in the music club at school. Mike did not say anything to her, either.
He just walked to the music store and bought a violin.

「ああ。」マイクの奥さんは言った。「そんなことを習うには、あなたは年を取りすぎているのよ。」 彼
は妻に何も言わなかった。彼はただ聞いているだけだった。ジムは言った、「いいじゃない、お父さん。君
ならできる」と言った。マイクも答えなかった。孫たちも「いい夢だけど、難しいよ、おじいちゃん」と言
った。マイクはとても静かだった。「でも、おじいちゃん、僕と一緒に練習すればいいんだよ。私はあなた
に(5)を教えることができますし、あなたの助けも必要です。一緒に練習しましょう」と、一番下の孫のメ
アリーが言った。彼女は学校の音楽クラブでバイオリンの練習をしていた。マイクも彼女には何も言わな
かった。ただ、楽器店に行って、バイオリンを買ってきたのだ。

⑦
After that, playing the violin became part of Mike's life. He fixed things for his wife, for
his son, and for his grandchildren every day. But at twelve-thirty in the afternoon, he stopped
fixing things and ate his lunch. He practiced the violin from one o'clock to two o'clock every
day. Then he went to Mary's house. He practiced for an hour with her. They helped each other.
Then he walked home. On Saturday mornings, he had his own music lesson at the music store. He
tried hard to learn some violin music.

それからというもの、バイオリンはマイクさんの生活の一部となった。彼は毎日、妻のため、息子のため、
そして孫のために何かを直した。しかし、午後 12時半になると、修理の手を休めて弁当を食べる。毎日 1
時から 2 時までバイオリンの練習をした。そして、メアリーの家に行った。そしてメアリーの家に行き、
彼女と 1 時間練習をした。二人はお互いに助け合った。そして、歩いて家に帰った。土曜日の朝は、楽器
屋さんで自分の音楽のレッスンを受けた。彼は一生懸命にバイオリンの曲を覚えようとした。

⑧
Seven months later, Mike was sixty-two years old. One evening, Mary's school had a concert. All
the family members went to her school. She and her classmates were going to play several songs
for all the people. Mary was going to play a solo. She was nervous about playing her solo all
alone.

7ヵ月後、マイクは 62歳になっていた。ある晩、メアリーの学校でコンサートがあった。家族みんなで彼
女の学校に行った。メアリーとクラスメートは、みんなのために何曲か演奏することになっていた。メア
リーはソロを弾くことになった。メアリーは一人でソロを弾くことに緊張していた。

⑨
When the time came for her solo, the music teacher spoke to the people in the room. “I heard
from Mary that she learned this song (6) because her grandfather helped her. Mike, please come
up on the stage and play it with her. I'll lend you my violin for the song.”

ソロの時間になると、音楽の先生がみんなに語りかけた。「メアリーから聞いたんだけど、この曲は(6)お
じいちゃんが手伝ってくれたから覚えたんだって。マイク、ステージに上がって彼女と一緒に演奏してく
ださい。曲のために私のバイオリンを貸してあげます。」
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⑩
Mike was shy and did not want to play the violin in front of so many people. So he wanted to
say “No” very much, but he said “Yes” for his youngest grandchild, Mary. So the grandfather and
the grandchild played together. And their music was very good. When the concert finished, many
people congratulated Mike and his family.

マイクは恥ずかしがり屋で、大勢の人の前でバイオリンを弾くのは嫌だった。だから、本当は「ノー」と言
いたかったのだが、一番若い孫のメアリーのために「イエス」と言ったのだ。そうして、おじいさんとお孫
さんは一緒に演奏することになった。そして、彼らの音楽はとてもよかった。コンサートが終わると、多
くの人がマイクと彼の家族を祝福した。

“(7) I am very proud of him,” Mike's wife said. “Father was very good today,” Jim said. “We knew
he could do it,” his older grandchildren said. When Mary said, “Thank you for your help. I love
you, Grandpapa,” Mike thought that this was the happiest day in his life.

「（7）私は彼をとても誇りに思っています」とマイクの奥さんは言った。「お父さんは今日、とてもよか
ったよ。」と、年長の孫たちが言った。メアリーが「ありがとうございました。大好きです、おじいちゃ
ん」と言ったとき、マイクは、この日が人生でいちばん幸せな日だと思った。


