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R03年度 産技高専 大問２

①
In the old days, it was difficult to eat fresh food anywhere at any time. Fresh food like meat,
fish, vegetables, and fruit soon becomes rotten when it is warm. A long time ago, people could
enjoy fresh apples only in the fall, though we can buy them at a supermarket in any season today.
People (1) living in an area far away from the sea could not receive fresh fish so easily when
there were no trucks. However, even when they could not have enough fresh food, people had to
eat something to live in good health, and actually most of them were able to (2) do so. What
did they do to prepare daily meals when it was hard to get fresh food?

昔は、いつでもどこでも新鮮な食材を食べることは難しかったです。肉、魚、野菜、果物などの生鮮食品
は、暖かくなるとすぐに腐ってしまうのです。昔は秋にしか食べられなかったリンゴも、今ではスーパー
に行けば季節を問わず買うことができます。海から遠いところに(1)住んでいる人々は、トラックもなく、
新鮮な魚はなかなか手に入りませんでした。しかし、新鮮な食べ物が十分でなくても、健康で生きるため
には何かを食べなければならず、実際、ほとんどの人が(2)それを実行できていたのです。新鮮な食料が手
に入りにくい時代、毎日の食事はどのように作られていたのでしょうか。

②
People around the world have come up with several ways to prevent food from becoming rotten.
But before reading about their efforts, we need to understand this first: how does food become
rotten? Though we cannot see them, there are usually germs in fresh food. They like places with
a lot of moisture. They live by decomposing protein in the food, and this makes food rotten.
When it is warm and (3) the food has much moisture in it, the number of germs quickly increases
and they become more active. So, to prevent the food from being rotten, we need to kill germs
in the food or to make them weaker. This means that we have to reduce the amount of moisture in
fresh food. How did people in the old days solve this problem? Let's look at three traditional
ways to preserve food.

世界中の人々は、食べ物が腐るのを防ぐために、いくつかの方法を考え出しました。しかし、彼らの努力
を読む前に、まずこれを理解する必要があります。食べ物はどうして腐ってしまうのでしょうか？目には
見えませんが、生鮮食品にはたいてい細菌がいます。彼らは水分の多い場所を好みます。食べ物の中のタ
ンパク質を分解して生きているので、食べ物が腐ってしまうのです。暖かくなって、(3)水分の多い食品に
なると、雑菌の数は一気に増え、活動も活発になります。ですから、食べ物を腐らせないようにするには、
食べ物の中の雑菌を殺すか、弱らせる必要があります。つまり、生鮮食品に含まれる水分を少なくするこ
とです。昔の人はどうやってこの問題を解決していたのでしょうか。ここでは、3つの伝統的な保存方法に
ついて見てみましょう。

③
The first way is to dry fresh food in the sun. When food is put outside in sunny weather, solar
heat takes moisture away from the food. When the amount of moisture in the food is under 35 %,
the number of germs does not increase and we can preserve the food for a while. Also, drying
food has another good point. It makes the food (4) smaller and lighter, so people can carry a
larger amount of dried food more easily. For these reasons, people around the world began to
try this way a long time ago. For example, dried fish was already eaten in Japan more than 1000
years ago. Dried fruit was enjoyed in Africa and Europe more than 2000 years ago.

1つ目の方法は、生鮮食品を天日干しすることです。晴天の屋外に食品を置くと、太陽熱で食品の水分が奪
われます。水分が 35％以下になると、雑菌が増えにくくなり、長期保存が可能になります。また、食品を
乾燥させることには、もうひとつ良い点があります。乾燥させることで、食品を(4)より小さく、より軽く
することができ、より多くの乾燥食品を簡単に持ち運ぶことができるのです。このような理由から、世界
の人々はずっと以前からこの方法を試してきました。例えば、日本では 1000年以上前にすでに魚の干物が
食べられていました。また、アフリカやヨーロッパでは、2000年以上前からドライフルーツが食べられて
いました。
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④
The second way is to preserve food with salt. Salt takes moisture away from food, so germs will
not become as active as before when salt is added. Salt also takes the moisture out of the
germs' own bodies and (5) this kills them. When the concentration of salt is more than 10 %,
the number of germs does not increase. People have preserved many different kinds of food with
salt. Japanese people have eaten vegetables pickled with salt for a long time. Because they
could not go outside so easily during winter, people were often supported by such food especially
in snowy areas. Also, (6) meat preserved with salt often saved the lives of many hungry people
in Europe hundreds of years ago.

2つ目の方法は、塩を使って食品を保存することです。塩は食品から水分を奪うので、塩を加えても細菌は
以前ほど活性化しません。また、塩は細菌自身の体内の水分も奪ってしまうので、(5)これによって細菌は
死滅します。塩の濃度が 10％以上あれば、雑菌の数は増えません。人は塩を使っていろいろな食べ物を保
存してきました。日本人は昔から野菜を塩漬けにして食べていました。冬はなかなか外に出られないので、
特に雪国では塩漬け野菜に支えられていました。また、何百年も前のヨーロッパでは、(6)塩漬け肉が多く
の飢えた人々の(6)命をしばしば救ったそうです。

⑤
The third way is to preserve food with sugar. When we put sugar in food, sugar catches and holds
the moisture in the food. Then, germs cannot act in the moisture when it is combined with sugar.
Because of (7) this, sugar has the power to prevent food from becoming rotten. However, we need
a large amount of sugar to preserve food with it. The necessary concentration of sugar is more
than 60 %. After the 16th century, sugar became cheaper in Europe and more people were able to
buy it. By boiling some fruit with a lot of sugar, people in Europe made jam as a way to preserve
and enjoy fruit even in winter. However, in Japan, sugar was (8) so expensive that it was not
used so often to preserve food before the 19th century.

3つ目の方法は、砂糖で食品を保存することです。食品に砂糖を入れると、砂糖が食品の水分をキャッチし
て保持します。すると、砂糖と一緒になった水分の中では、細菌は活動できなくなります。(7)このため、
砂糖には食べ物が腐るのを防ぐ力があるのです。ただし、砂糖で食品を保存するためには、大量の砂糖が
必要です。必要な砂糖の濃度は 60％以上です。16世紀以降、ヨーロッパでは砂糖が安くなり、より多くの
人が購入できるようになりました。ヨーロッパでは、冬でも果物がおいしく食べられるように、果物を大
量の砂糖で煮て、ジャムを作りました。しかし、日本では砂糖が(8)とても高価であったため、19世紀以前
は保存食としてあまり使われることはありませんでした。

⑥
As you have read here, food preserved in these traditional ways has supported people's lives
for a long time. Preserved food has not only helped hungry people but also brought more fun to
daily meals. We can enjoy many different dishes even now because of the food preserved in these
traditional ways. It is a very useful gift produced through the great efforts of people in the
old days.

ここまで読んでいただいたように、こうした伝統的な方法で保存された食品は、長い間、人々の生活を支
えてきました。保存食は飢えた人々を救うだけでなく、毎日の食卓に楽しみをもたらしてくれました。私
たちが今でもいろいろな料理を楽しめるのは、こうした伝統的な方法で保存された食べ物のおかげです。
昔の人の努力によって生み出された、とても便利な贈り物なのです。



R03年度 産技高専 大問３

①
Atsushi is a second-year student of a high school. His school has many courses： the regular
course, the music course, and so on. He is in the advanced class of the regular course.

アツシは高校 2 年生。彼の学校には、普通科、音楽科など、いろいろなコースがある。彼は普通科の上級
クラスにいる。

②
One day Atsushi went to the school store (1) to buy some bread for lunch. But only one sandwich
was left. Then a tall foreign boy passed by him and took it. The boy said to him, “Better luck
next time!" and went up to the floor of the music course. “He is a student in the music course,"
Atsushi thought. Then the boy looked back and saw Atsushi. Atsushi was just (2) entering the
classroom of the advanced class.

ある日、アツシは昼食用のパンを買い(1)に売店に行った。しかし、サンドイッチは 1つしか残っていなか
った。その時、背の高い外国人の男の子が通りかかり、それを手に取った。その少年は「次はがんばれよ！」
と言って、音楽コースのフロアに上がっていった。アツシは、「この人は音楽コースの生徒なんだ」と思っ
た。そして、少年は振り返ってアツシを見た。アツシはちょうど上級クラスの教室に(2)入るところだった。

③
After he went home, his sister, Kumi, asked him to come to her club's concert the next day. She
was in the first year of his school and in the music club.

家に帰ると、妹のクミから、翌日の部活の演奏会に来てほしいと頼まれた。彼女は彼の学校の一年生で音
楽部に所属していた。

④
Next day he went to the school hall. After his sister played the guitar, he saw a tall boy on
the stage and heard the announcement, "Next is a piano solo by John Baker." He thought, "That's
him! He took my bread yesterday." Next moment he heard the strong sounds of the piano. He thought,
"The sound is so clear." It was a long solo but he felt it ended quickly. While he was trying
to remember all the parts of the solo, the concert ended. All the people left and he was the
only one still there. He looked at the black and white keys and the black body of the grand
piano on the stage. They looked beautiful. He went up to the piano and hit some keys. He kept
hitting them to imitate a part of John's performance. Then he heard a voice, "Hey! Advanced
Class." He looked back and found John there. "You are in the advanced class, right?" Atsushi
said, "I'm in Class 2A, but don't call me that. Call me Atsushi." He said, "Do you like Beethoven,
Atsushi? (3) Have you played the piano before?" "No, I haven't," Atsushi said. "Hit this key,
Atsushi," John said. He did so. Then John told him to hit some others. Atsushi hit them as John
said. "Is this a part of your performance?" John smiled at him and said, "Yes, it's Beethoven."
"Oh," Atsushi said and hit one key again. "Is the sound strange?" he asked. John said, "...Yes,
it needs tuning. I'll play again next month and the piano will be well tuned by then. Come and
listen to my performance again. I'll tell you the date later."

翌日、彼は学校のホールに行った。姉がギターを弾いた後、ステージに背の高い男の子がいるのを見て、
「次はジョン・ベイカーのピアノソロです」というアナウンスを聞いた。彼は「あの子だ！昨日、私のパン
を持っていったのは彼だ」と思った。次の瞬間、彼はピアノの強い音を聞いた。この音は、とてもクリアー
だ。長いソロだったが、すぐに終わった気がした。ソロの部分を全部覚えようとしているうちに、コンサ
ートは終わってしまった。みんな帰ってしまって、自分一人しかいない。ステージに置かれたグランドピ
アノの白黒の鍵盤と黒い本体に目をやった。美しい。彼はピアノに近づき、鍵盤をたたいた。ジョンの演
奏の一部を真似て、鍵盤を叩き続けた。すると、「ヘイ！上級クラス」という声が聞こえた。振り返ると、
そこにはジョンがいた。"お前、上級クラスだろう？" アツシは「僕は 2Aクラスだけど、そう呼ばないで。
アツシと呼んで」 彼は「アツシ、ベートーベンは好きか？(3)ピアノは弾いたことある？」 「いや、ない
よ」とアツシは言った。「この鍵盤を叩いてごらん、アツシ」とジョンが言った。アツシはそうした。する
と、ジョンは「他の鍵盤も叩いてごらん」と言った。アツシはジョンの言うとおりに打った。「これは、君
の演奏の一部なのか？ジョンはにっこり笑って、「はい、ベートーベンです」と言った。「ああ」とアツシ
は言って、また一つキーを叩いた。"音は変か？"と聞いた。ジョンは「...ああ、調律が必要だ。来月また
演奏するから、その時にはピアノはしっかり調律されているはずだ。また、私の演奏を聴きに来て。日程
は後で教えるよ。」
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⑤
At home Atsushi studied for the next month's test at the cram school. He needed to get good
marks to go up to the top class. He often thought about John's performance. He thought John
practiced hard to make good sounds and said to himself, "I'll also (4) try hard."

アツシは家で、来月の塾のテストの勉強をしていた。トップクラスに上がるためには、いい点数を取らな
ければならない。アツシは、ジョンの演奏のことをよく考えていた。ジョンはいい音を出すために一生懸
命練習しているのだと思い、「僕も(4)頑張ろう」と自分に言い聞かせていた。

⑥
A week later, John came to Class 2A. He said to Atsushi, "The date of the concert is the 14th
of next month." "The 14th..., I have a test on that day. But what time does it start?" Atsushi
asked. "At three, at the concert hall near the station." Atsushi would have to get to the cram
school before 4:50. He said, “I'll check the time." John said, “Then come and see me in Classroom
2G."

一週間後、ジョンは 2年 A組にやってきた。彼はアツシに、「演奏会の日は来月の 14日だ」と言った。「14
日...、その日はテストがあるんだ。でも、何時から始まるの？」とアツシは聞いた。「3時から、駅のそ
ばのコンサートホールで」。アツシは 4時 50分までに塾に行かなくてはならない。彼は「時間を調べてみ
るよ」と言いました。ジョンが「じゃあ、2Gの教室に来て」と言った。

⑦
During the next week, Atsushi checked the time and thought he could take the test after the
concert. Then he went to Classroom 2G. John was talking with a boy. The boy said, "Hey, are you
Atsushi? John was just talking about you." John asked, "Can you come?" “Yes, but I have to leave
(5) the place just after it finishes. Do you have the program?" Atsushi said. “I haven't got it
yet. But my turn will be the last. When do you have to leave?" “About 4:15," Atsushi said. John
said, “The concert will finish before then."

次の週、アツシは時間を確認し、コンサートが終わってからテストを受けられると思った。そして、2年 G
組の教室に行った。ジョンは男の子と話をしていた。ジョンは男の子と話をしていた。今、ジョンが君の
ことを話していたよ。ジョンは 「来れるか？」と聞いた。アツシは「ああ、でも終了後すぐに(5)その場を
離れなければならないんだ。プログラムを持ってる？」 と言った。「まだ持っていないんだ。でも、僕の
番が最後になるんだ。何時に出るの？」アツシは「4時 15分頃かな」と言った。ジョンは「コンサートは
その前に終わるよ」と言った。

⑧
At home Atsushi studied harder and sometimes read about the piano's mechanism. He was interested
in its way of making sounds and thought about studying it at university. Kumi talked to him,
“Today I met John. Will you go to the concert? He looked happy. I thought (6) you were only
interested in getting good marks. But you've changed. I'm also happy to find you're interested
in music now."

アツシは家でもっと勉強し、時々ピアノのメカニズムについて読んだ。ピアノの音の出し方に興味を持ち、
大学で勉強しようと思ったのだ。そんな彼に、クミは「今日、ジョンに会ったよ。コンサートに行ってくれ
る？楽しそうだった。(6)君は点数を取ることにしか興味がないのかと思っていた。でも、変わったね。音
楽に興味を持つようになって、私もうれしいわ」と彼に話した。

⑨
On the 14th, Atsushi hurried to the concert. John's turn was the last. At the entrance he found
John's classmate. "Hey, Atsushi. Do you remember me? My name is Mark and we met in 2G. I've kept
a seat for you." Atsushi thanked him.

14日、アツシは急いでコンサートに向かった。ジョンの出番は一番最後だった。入口でジョンの同級生を
見つけた。「やあ、アツシ。僕のこと覚えてる？2Gで会ったマークだよ。君のために席を確保しておいた
よ」アツシは彼にお礼を言った。
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⑩
Atsushi listened to other students' performances and thought the piano was well tuned. Then
John's turn came. Atsushi was surprised to find it was better than before. John's performance
was full (7) of energy and he never felt nervous about his technique. Atsushi felt it was almost
perfect. When it ended, people stood up and applauded. Atsushi couldn't move from his seat but
someone touched his shoulder. It was Mark and he said, “You have to go now. (8) It is 4:12."
Atsushi quickly left. After he got on the train, he saw his face in the window. He thought,
"It's my turn next." When he got to the cram school, he felt he could work hard for his future
plan.

アツシは他の生徒の演奏を聴きながら、ピアノはよく調律されているなと思った。そして、ジョンの番が
来た。アツシは、前より良くなっていることに驚いた。ジョンの演奏はエネルギー(7)に満ち溢れていて、
技術的な緊張を全く感じさせない。アツシは、ほぼ完璧だと思った。演奏が終わると、みんな立ち上がっ
て拍手をしている。アツシは席を立つことができなかったが、誰かがアツシの肩に触れた。マークが「も
う行かないと。(8)4時 12分だ」。アツシは急いでその場を離れた。電車に乗ると、窓から自分の顔が見え
た。次は俺の番だ」と思った。塾に着いたとき、彼は自分の将来設計のためにがんばれる気がした。

⑪
The test started.

テストが始まった。


