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R02年度 産技高専 大問２

①
Have you heard of “radio waves” before? In our life, radio waves are very important for us. But
we cannot see, hear, or touch them. So, let’s think more about radio waves.

皆さんは「電波」という言葉を聞いたことがありますか？私たちの生活の中で、電波はとても大切な存在
です。でも、見たり、聞いたり、触ったりすることはできません。そこで、電波についてもっと考えてみま
しょう。

②
Radio waves are used for many things such as TVs, radios, smart phones, and so on because they
have some interesting points. First, radio waves can go through places without air. (1) Because
 of this, satellite broadcasting also uses them for sending pictures and sound. Second, radio
waves are sometimes reflected by obstacles. One of them is metal. Radio waves can not go through
metal, but they can go through paper, glass, or wood. In buildings, radio wave clocks don't work
well because a lot of metal is used for the buildings. Third, radio waves run (2) faster than
 sound. Imagine that you are watching fireworks near your house on TV. The real sound is heard
after watching them on TV. We can use radio waves in many ways because they have these interesting
points.

電波がテレビ、ラジオ、スマートフォンなどいろいろなものに使われているのは、電波にはおもしろいと
ころがあるからです。まず、電波は空気のないところでも通ることができます。 この(1)ため、衛星放送
でも画像や音声を送るのに使われています。次に、電波は障害物によって反射されることがあります。そ
の 1 つが金属です。電波は金属を通り抜けることはできませんが、紙やガラス、木などは通り抜けること
ができます。建物では、金属が多く使われているので、電波時計はうまく機能しません。第三に、電波は音
(2)よりも速く走ります。家の近くの花火をテレビで見ていると想像してください。本物の音はテレビで見
た後に聞こえます。このように電波は面白いところを持っているので、いろいろな使い方ができるのです。

③
We have explained that we use radio waves for TV, radio, satellite broadcasting, and so on. In
these systems, radio waves can send information to distant places. For example, we can enjoy TV
programs in our homes. In 2011, the analog broadcasting system ended and changed to the digital
broadcasting system in Japan. In the analog broadcasting system, pictures and sound are changed
into electric signs, and they are sent by radio waves. TVs receive them and make pictures and
sound from them. In the digital broadcast system, (3) in addition to pictures and sound, other
information is also changed into electric signs, and they are sent by radio waves. This was a
big change in the history of TV. The radio waves for TV are so strong that we can watch TV in
many areas in Japan.

テレビ、ラジオ、衛星放送などに電波を利用していることは説明しました。これらのシステムでは、電波
は遠く離れた場所に情報を送ることができます。例えば、私たちは家庭でテレビ番組を楽しむことができ
ます。2011年、日本ではアナログ放送方式が終了し、デジタル放送方式に移行しました。アナログ放送で
は、絵や音を電気信号に変えて、電波で送っています。テレビはそれを受信して絵や音を作っています。
デジタル放送では、絵や音(3)に加えて、その他の情報も電光掲示板に変えて、電波で送ります。これはテ
レビの歴史上、大きな変化でありました。テレビ用の電波はとても強いので、日本の多くの地域でテレビ
を見ることができるようになりました。



R02年度 産技高専 大問２

④
Do you know that radio waves cannot (4) only send information but also have one other thing to
do? They get information from distant places. We use radio waves for getting information for
weather news. We have explained that obstacles sometimes reflect them. For example, while we
are watching a TV program through satellite broadcasting on heavy rainy days, our TV pictures
are sometimes difficult to watch. Radio waves are reflected when rain hits them. Then a weather
radar system gives off radio waves to learn about the area and how much it is raining. When rain
hits radio waves, it reflects them. If reflected radio waves are strong, (5) it shows that there
is heavy rain. Radio waves from radar are also used to find the area with rain. How long do
radio waves need to get to rain and then return to the radar? The time period shows how far the
area with rain is from the radar. Radio waves are needed to know the (6) two kinds of information
for weather news.

電波は、(4)情報を送るだけでなくもう一つすべきこと(4)があるのをご存知でしょうか。電波は、遠く離
れた場所から情報を得ることができます。私たちは天気予報の情報を得るために電波を使っています。電
波は障害物に反射することがあることを説明しました。例えば、大雨の日に衛星放送でテレビを見ている
と、テレビの映像が見にくくなることがあります。電波は、雨が当たると反射します。そこで、気象レーダ
ーが電波を出して、その地域や雨の量を知ることができます。雨は電波に当たると反射します。反射した
電波が強ければ、(5)それは大雨が降っていることを示します。レーダーからの電波も、雨が降っている場
所を探すのに使われます。電波が雨に当たってからレーダーに戻るまで、どれくらいの時間が必要なので
しょうか。その時間は、雨が降っている場所がレーダーからどのくらい離れているかを示しています。天
気予報の(6)２つの種類の情報を知るには、電波が必要です。

⑤
We may use radio waves for solar power plants in the future. Some scientists are trying to make
a very big solar power plant in space. Solar power changes to electric power there. The electric
power is changed into radio waves, and (7) they are sent from the radar of a solar power plant
to a receiver on the earth. Solar power plants on the ground have a weak point. They don't make
electric power well on cloudy days. But a solar power plant in space (8) can always make electric
power because there are no clouds in space.

将来は、太陽光発電所にも電波を使うかもしれません。宇宙でとても大きな太陽光発電所を作ろうとして
いる科学者がいます。太陽光発電はそこで電力に変わります。その電力を電波に変えて、(7)それらは太陽
光発電所のレーダーから地上の受信機へ送られます。地上の太陽光発電所には弱点があります。曇りの日
はうまく電力を作れないのです。しかし、宇宙の太陽光発電所は、宇宙には雲がないため、(8)いつも電力
を作ることができます。

⑥
Radio waves are very helpful and can make our future lives happier and more comfortable.

電波はとても便利で、これからの私たちの生活をより楽しく、より快適にしてくれるものです。
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①
John heard a strange sound from a box when he was on his way home. “What is it?” He went to the
box, and he looked in it. There was a pretty puppy in the box. The dog looked sad. John thought
that it (1) was left there, but he didn't know what he should do. Then, a woman came by. She
was a Japanese college student who studied law at a university in America, and she was staying
with John's family. She stopped and said, “Hi, John. What are you doing here?” John said, “Hi,
Saori. I found a puppy in this box. I think somebody has left it.” “Oh, too bad. What are you
going to do about it?” she asked. John thought a little while and answered, “I want to help it.
But I don't know (2) what to do for it.” “OK, let's talk with your parents, and we can come up
with an idea,” she said.

帰宅途中のジョンが箱から不思議な音を聞いた。「何だろう？」 彼は箱のところへ行き、中を覗いてみた。
箱の中にはかわいい子犬が入っていた。その犬は悲しそうだった。ジョンは、それはそこに(1)放置されて
いると思ったが、どうしたらいいかわからなかった。その時、一人の女性がやってきた。彼女はアメリカ
の大学で法律を勉強している日本人の大学生で、ジョンの家にホームステイしていた。彼女は立ち止まっ
て、「こんにちは、ジョン。ここで何してるの？」と言った。ジョンは「こんにちは、サオリ。この箱の中
に子犬がいたよ。誰かが置いていったんだと思うんだ。」と言った。「ああ、残念。どうするの。」と彼女
は聞いた。ジョンは少し考えて、「助けてあげたいんだ。でも、(2)どうしたらいいのかわからないんだ。」
と答えた。「いいわ、ご両親と相談しましょう、そうすれば何か考えが浮かぶでしょう。」と彼女は言っ
た。

②
When John and Saori came home, his mother was taking care of the garden. She saw them and said,
“Hi, John and Saori. How are you today?” John said, “I am good, but I have something to say.”
“What happened?” his mother asked. “Well... about this.” he couldn't answer clearly. He showed
her a young dog. “Oh, it's very pretty, but why did you bring it home?” John (3) wanted his
mother to understand this situation. So he wondered what the best answer was. Saori watched him
and thought that it was difficult for him to answer soon. So Saori told his mother about the
event. (4) After she explained, John started to talk slowly. “1 really want to help the dog. But
I have no ideas.” “I see. We can't keep it because your father is afraid of dogs. When he was a
little boy, he was bitten by a dog. However, he may have a good idea. Let's talk about the
problem when he comes home.” “OK. I will think about it with Saori until then. Is that OK, Saori?”
John said and he felt happy. “Of course. I want to help the dog, too,” Saori said sadly. John
wondered why she looked sad.

ジョンとサオリが家に帰ると、彼の母親が庭の手入れをしていた。彼女は二人を見て、「こんにちは、ジョ
ンとサオリ。元気だった？」と言った。ジョンは「元気だよ、でも言いたいことがあるんだ。」と言った。
「何があったの？」と彼の母親は尋ねた。「その...これなんだけど...」彼ははっきり答えられなかった。
彼は彼女に若い犬を見せた。「ああ、とても可愛いわ。でもどうして家に持ってきたの？」 ジョンは(3)こ
の状況を彼の母親に理解してほしかった。そこで彼は、ベストな答えは何だろうと考えた。サオリは彼を
見て、すぐに答えるのは難しいなと思った。そこで、サオリは彼の母親にその出来事について話した。彼
女が説明した(4)後、ジョンはゆっくりと話し始めた。「本当は犬を助けたいんだ。でも、アイデアがない
んだ。」「わかったわ。お父さんが犬を怖がるから、うちでは飼えないね。お父さんが小さいとき、犬に噛
まれたことがあるのよ。でも、いいアイディアがあるかもしれないわ。お父さんが帰ってきたら、この問
題を話しましょう。」「わかった、それまでサオリと一緒に考えておくよ。それでいいかい、サオリ？」
ジョンはそう言って、幸せな気分になった。「もちろんよ。私も犬を助けたいのよ。」サオリは悲しげに言
った。ジョンは、なぜ彼女が悲しそうな顔をするのか不思議に思った。
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③
When she entered her room, Saori was remembering an old day in the past. Seven years ago, she
brought a cat home. However, she couldn't keep it because her father and mother objected to it.
Her father thought like this. They should help all animals which needed their (5)-a help. He
said to her, “If we cannot help all poor animals having the same (5)-b trouble, we should not
save only one animal.” The next morning, the cat was not in her house. It was a very sad memory
for Saori. While Saori was remembering that, John came to her room. He looked at her and said,
“Are you all right? You look very sad.” She looked at him and said slowly, “Yes, I am. I was
just remembering a cat.” Then, she started to tell (6) her old story sadly. John said, “You are
having the same experience this time.” Saori said, “Now, I am studying about social problems of
animals at university because I had this experience. I didn't know how to help a cat seven years
ago, but now I know more than in those days. So I really want to save the small dog now.” John
thought that she was great and he wanted to hear more from her. John asked, “ (7) Could you tell
me about things that you have learned at your university?” Then they continued to talk about
many things.

部屋に入ると、サオリは昔のことを思い出していた。7年前、彼女は一匹の猫を家に連れてきた。しかし、
お父さんとお母さんの反対で飼うことができなかった。父親はこう考えていた。(5)-a 助けを必要とする
すべての動物を助けるべきだと。彼は「同じ(5)-b 問題をかかえているすべてのかわいそうな動物を助け
ることができないなら、一匹だけを助けるべきでない。」と彼女に言った。翌朝、その猫は家にいなかっ
た。それは、サオリにとって、とても悲しい記憶だった。そんなことを思っていると、ジョンがサオリの部
屋にやってきた。そして、サオリの顔を見て、「大丈夫かい？とても悲しそうな顔をしているよ。」と言っ
た。彼女は彼を見て、ゆっくりと「ええ、大丈夫よ。ちょうど猫のことを思い出していたのよ。」と言っ
た。そして、彼女は悲しそうに(6)昔話をし始めた。ジョンは、「今回も同じ体験をしているんだね。」と
言った。サオリは「今、私が大学で動物の社会問題について勉強しているのは、この体験があったからな
のよ。7年前は猫をどうしたらいいかわからなかったけど、今はあの頃よりわかるようになった。だから、
今は本当にその小さな犬を助けたいのよ。」と言った。ジョンは、彼女はすごいと思い、もっと話を聞きた
いと思った。ジョンは「大学で学んだこと(7)について私に教えてほしい。」と頼んだ。それから二人はい
ろいろなことを話し続けた。

④
When John and Saori entered the kitchen after that, John's father was talking with his mother.
His father said, “I heard about your story from your mother. So, what can we do about the puppy?”
John said, “I talked a lot with Saori, and I heard from her that there are many people and groups
helping poor animals. They also look for people who can keep them. I (8) hope to take the dog
to a group which will find a person to take care of it. Also, I will give some money to the
group and I want it to use the money for taking care of animals.” His father was surprised at
his idea and said, “Why did you decide to do that?” “Because Saori said to me that they needed
more money to take care of animals. I want to (9) do that if it is a little help to them. I
really enjoyed hearing about many things Saori learned at her university. I think that knowledge
is very important, and I want to learn many things,” John said and smiled. His broad smile showed
a bright future for the dog.

その後、ジョンとサオリが台所に行くと、ジョンの父親が母親と話をしていた。お父さんが「お母さんか
ら話を聞いたよ。それで、子犬のことはどうしたらいいんだ？」と言った。ジョンは「サオリといろいろ話
して、かわいそうな動物を助けている人や団体がたくさんあるんだって聞いたよ。飼ってくれる人も探し
ているんだって。私は、その犬を世話してくれる人を探してくれる団体に預け(8)たいと思うよ。そして、
その団体にお金を渡して、そのお金を動物の世話に使ってもらいたいんだ。」と言った。父親はそのアイ
デアに驚き、「どうしてそんなことをしようと思ったんだ？」と言った。「サオリが、動物の世話をするた
めにもっとお金が必要だと言ったからだよ。少しでも役に立てれば(9)そうしたいと思うよ。サオリが大学
で学んだことをたくさん聞けて、本当に楽しかったよ。知識はとても大切だと思うし、自分もいろいろな
ことを学びたいよ。」とジョンは言ってほほ笑んだ。その満面の笑みからは、犬の明るい未来が感じられ
た。


