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R04年度 産技高専 大問２

①
Do you enjoy watching the beautiful night sky? It is beautiful especially in winter. Sometimes
we see a star that looks like it is flying with its tail in the sky. Have you ever made a wish
then? If you (1) have, was it a comet or a meteor? It is OK to wish on a comet, but usually you
wish on a meteor, not a comet. Today, let's talk about some differences between them.

皆さんは美しい夜空を見るのが好きですか？特に冬はきれいですよね。時々、空に尻尾を巻いて飛んでい
るような星を見かけることがあります。その時、あなたは願い事をしたことがありますか？もし(1)あれば
それは彗星ですか、それとも流星ですか？彗星に願いをかけるのはいいのですが、普通は彗星ではなく流
星に願いをかけますよね。今日は、この 2つの違いについてお話ししましょう。

②
First, what is a comet? And a meteor? A comet is mainly ice, with some gas, dust, and so on,
and its size is from several kilometers to tens of kilometers. A meteor is a very small piece
of ice, dust, or rock. It is also called a “shooting star." However, this name is not actually
correct because it is usually (2) so small that we can't call it a star. Its size is often less
than one centimeter. Those pieces often come from comets. (3)-ア Now you know that they are very
different.

まず、彗星とは何でしょう？そして、流星は？彗星は、主に氷で、一部ガスや塵などが混じっていて、大き
さは数キロから数十キロです。流星は、氷やほこり、岩石などの非常に小さなものです。『流れ星』とも呼
ばれています。しかし、通常は(2)とても小さく星と呼べないので、実はこの呼び名は正しくありません。
その大きさは 1cm にも満たないことが多いのです。その破片は彗星から来ることが多いのです。これで、
両者が全く異なるものであることがおわかりいただけたと思います。

③
Next, where are they and how do we see them? A comet travels a very long distance in space.
Sometimes the same comet is seen again more than a few hundred years later. Then, how about
meteors? Can we see the same meteors again and again? No, we can (4) never see the same one
again. We can see a meteor only for a few seconds when it comes into the air near the earth,
and soon it is gone or falls to the ground. Well, some people will say, “We can see the same
meteor showers at about the same time of the year." They are right, but each one of the meteors
is a new (5) one. We just see a group of different meteors at about the same time of the year.
(3)-イ

次に、彗星はどこにあって、どうやって見るのでしょうか。彗星はとても長い距離を宇宙を旅しています。
同じ彗星でも、数百年以上後に再び見られることもあります。では、流星はどうでしょう？同じ流星を何
度も見ることができるのでしょうか？いいえ、同じものは(4)二度と見ることができません。流星は地球の
近くまで飛んできて、ほんの数秒見ることができるだけで、すぐに消えてしまうか、地面に落ちてしまう
のです。さて、「同じ時期に同じ流星群を見ることができる」とおっしゃる方がいます。その通りなのです
が、流星はひとつひとつが新しい(5)ものなのです。私たちは、1年のほぼ同じ時期に、異なる流星の集ま
りを見るだけなのです。

④
We say that both comets and meteors have a tail because we can see light on one side of them.
They seem to be (6) moving with a tail behind them. No, not both of them, actually. Now let's
talk about their tails.

彗星も流星も、片側に光が見えるので、尾があると言います。後ろに尾を引いて(6)動いているように見え
る。いいえ、両方ともというわけではありません。では、その尾の話をしましょう。
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⑤
Now we know that a comet is mainly ice. The ice melts and emits gas and dust only when it comes
near the sun. To our eyes, both of them are seen as light, as tails. So, nothing is burning in
the tail of the comet. Though they are two different types of light, they look like one tail of
the comet. (3)-ウ We can see the tail on the opposite side of the comet from the sun. So, the
tail may be behind the comet or in front of it, to the right or left. When we see the comet's
tail, we don't know which way it is moving. However, we know the direction of the sun even if
we can't see it.

さて、彗星は主に氷でできていることがわかりました。その氷が溶けてガスや塵を出すのは、太陽に近づ
いたときだけです。私たちの目には、どちらも光として、尾のように見えています。つまり、彗星の尾の中
では何も燃えていないのです。2種類の光でありながら、1つの彗星の尾のように見えるのです。太陽と反
対側にも尾が見える。そのため、尾は彗星の後ろにも前にも、右にも左にもあります。彗星の尾が見えて
も、彗星がどの方向に動いているかはわかりません。しかし、太陽は見えなくても、その方向はわかりま
す。

⑥
How is the tail of a meteor seen? Meteors come into the air near the earth at very high speeds.
Because there is friction with the air, they become very hot and emit light. (7) Meteors are
called meteors only when they are in the air. The light, the tail, is always seen behind the
meteor moving in one direction. When we see the tail of a meteor, we know which way it is moving.
(3)-エ However, we can't know the direction of the sun. Now we know that the tails of comets
and meteors are very different.

流星の尾はどのように見えるのですか？流星は、非常に速いスピードで地球近くの空中にやってきます。
空気との摩擦があるため、非常に高温になり、光を放ちます。(7)流星は、空中にあるときだけ流星と呼ば
れます。一方向に動く流星の後ろには、必ず光である尾が見えます。流星の尾が見えると、その流星がど
の方向に動いているのかがわかるのです。(3)しかし、太陽の方向はわかりません。さて、彗星と流星の尾
は全く違うものであることがわかりました。

⑦
Both comets and meteors look beautiful in the night sky. Let's enjoy watching them and hope that
we can keep enjoying that from now on.

彗星も流星も、夜空に浮かぶ姿はとてもきれいです。これからも楽しんで見ていきましょう。
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①
"Peep!" Tomomi heard the sound of a whistle. It meant the end of today's club activities. Tomomi
took off her face mask. Then, she thought of the kendo match the next month, July. Tomomi wanted
to take part in the match because it would be the last match in her junior high school days.
However, her kendo club had a lot of members and only five people could take part in the match.
She thought she had to practice harder (1) to become a starting member.

"ピーピー！" トモミは笛の音を聞いた。それは今日の部活の終わりを意味していた。トモミは面を外した。
そして、翌月の 7 月に行われる剣道の試合のことを思い浮かべた。中学時代最後の試合となるため、トモ
ミは試合に出たいと思った。しかし、所属する剣道部は部員数が多く、試合に出られるのは 5名だけ。(1)
スタメンになるためにもっと稽古を積まないといけないと思った。

②
Then, Mr. Green, an English teacher, was watching the kendo practice. He came to Japan last
month. He found Tomomi was wearing something like a towel on her head. He asked Tomomi, "Hi,
Tomomi! (2) What are you wearing on your head? I'm interested in the kanji characters on it.
They look beautiful." Tomomi took off the towel and showed it to him. “This is tenugui, a
Japanese towel, for kendo. We read it ten teki sen seki in Japanese. They mean even small drops
of water wear away a stone after a long time," she answered. He was very surprised because the
young girl said something so difficult. “Do you know the meaning? It has a very deep and important
meaning." She answered, "Yes, my father told me. A small thing can become powerful if you
continue doing it and it is important to keep doing such a thing. I believe (3) the things those
characters mean, and I never give up.” Mr. Green said, "It is very important when we do something.
(4)-ア” Tomomi looked bright and happy.

その時、英語の先生であるグリーン先生が剣道の練習を見ていた。彼は先月日本に来た。グリーン先生は、
トモミが頭にタオルのようなものをかぶっているのを見つけた。グリーン先生は、「ハイ、トモミ！(2)頭
に何を身につけているの？それにある漢字の文字に興味があるんだ。きれいだね。」とトモミに声をかけ
た。トモミはそのタオルを取って見せた。「これは剣道用の手ぬぐいで、日本のタオルです。日本語では
『てんてきせんせき』と読みます。小さな水滴も長い年月を経ると石をすり減らすという意味なんです。」
と答えた。彼は、若い女の子が難しいことを言ったので、とても驚いた。「その意味を知ってるかい？その
意味は、とても深く、大切なものなんだよ。」と聞くと、「はい、お父さんが教えてくれました。小さなこ
とでも、やり続ければ大きな力になるし、やり続けることが大切なんです。私は(3)その字の意味を信じて、
決してあきらめません。」と答えた。グリーン先生は、「何かをするときはとても大切なことなんだ。」と
言っていました。トモミは、明るく楽しそうでした。

③
After a week, Tomomi was talking with Meg, a foreign student, in a classroom. “1 am worried
about the match in July. I practice harder every day, but I don't know that I will be one of
the members who will take part in the match," Tomomi said, and she didn't look happy. Meg thought
for a moment and then said, "When I came to Japan, I couldn't speak Japanese well. So, I couldn't
make Japanese friends easily. Then you talked to me. You seriously listened to my problems.
Although I talked in my poor Japanese for a long time, you didn't stop listening to me. I think
you are a person who doesn't give up and keeps doing difficult things. (4)-イ” “Your words
give me a lot of confidence. Thank you, Meg." Tomomi smiled.

一週間後、トモミは教室で留学生のメグと話していた。「7月の試合が心配よ。毎日練習しているけど、試
合に出られるかどうかわからない。」と、トモミは浮かない顔をしている。メグは少し考えてから、「日本
に来たとき、私は日本語がうまく話せなかったの。だから、なかなか日本人の友だちができなかった。そ
んな私に、メグは話しかけてくれた。私の悩みを真剣に聞いてくれた。私が下手な日本語でずっと話して
いたにもかかわらず、あなたは私の話を聞くのをやめなかった。あなたはあきらめないで、難しいことを
やり続ける人だと思うわ。」「あなたの言葉は、私に自信を与えてくれるわ。ありがとう、メグ。」 トモ
ミは微笑んだ。
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④
Then, Mr. Green passed in front of the classroom and he saw the two girls. “Hi, what are you
doing?" he asked. Meg told him the things they were talking about. After her story, Mr. Green
started to talk about a number. He said, "Do you know about ‘the magic number'?" The two girls
looked at each other, and both of them answered, "No, I don't." He said to them, “Some people
researched the time (5) which a person needed to become a world-class expert. They asked
basketball players, writers, pianists, and so on, 'How many hours have you practiced since you
started?'  Some studies showed that ten thousand hours (6) are needed to be a world-class expert.
It was called 'the magic number' because it appeared in many studies again and again. Some
people believe it."  "Really? It's amazing. I don't think I can continue kendo for such a long
time, but I want to," Tomomi said. He smiled and said, "If you practice kendo for two hours
every day, it will take about fourteen years to do ten thousand hours in all. The thing I want
to say is not that you should practice for ten thousand hours, but I want you to understand it
is very important to keep doing something for a long time. If you do so, you can do great things.
The characters on your tenugui also show that. (4)-ウ"

その時、グリーン先生が教室の前を通りかかり、二人の女の子を見かけた。「こんにちは、何をしている
の？」メグは二人が話していたことを話した。メグの話が終わると、グリーン先生は数字の話を始めた。
彼は言った。「『マジックナンバー』って知っているかい？」二人の女の子は顔を見合わせたが、二人とも
「いいえ、知りません。」と答えた。「ある人が、世界的な専門家になるために必要な(5)時間を研究した
んだ。バスケットボール選手や作家、ピアニストなどに、『あなたは始めてから何時間練習しましたか？』
と尋ねたんだ。ある研究では、世界的な専門家になるためには、1万時間が(6)必要であるとされた。多く
の研究で何度も登場することから『マジックナンバー』と呼ばれた。それを信じている人もいるんだ。」
「そうなんですか？すごいですね。そんな長い時間、剣道を続けられるとは思えないけど、続けたいです。」
とトモミ。すると、「毎日 2時間剣道をすると、全部で 1万時間やっても 14年くらいかかるよ。私が言い
たいのは、1万時間練習しなさいということではなく、何かを長く続けるということがとても大事だという
ことを理解してほしいということだよ。そうすれば、大きなことができるようになるよ。あなたの手ぬぐ
いの文字もそれを示しているよ。」と笑顔で言われた。

⑤
The day of the match came, and many boys and girls took part in it at the public gym. Mr. Green
was looking for Tomomi, but he couldn't (7) find her among them. Then, Tomomi came to him with
Meg. Mr. Green asked Tomomi, "Why are you here? Your match will start soon." She answered, "I
was not" selected in the team. However, I am not sad because this match is not the end of my
kendo life. I have really felt that it is important to keep doing something according to the
meaning of the four kanji characters and the magic number. So, I will continue to practice
kendo.” Mr. Green said, "Those characters and the magic number teach us great things. (4)-エ
It is great to do the things you have learned, too." Tomomi showed him her tenugui and said, "I
believe that kendo life will be longer than the magic number."

試合の日が来て、市民体育館でたくさんの少年少女が試合に参加した。グリーン先生はトモミを探してい
たが、その中にトモミは(7)見つけることができなかった。そんなとき、トモミがメグといっしょにグリー
ン先生のところにやってきた。グリーン先生はトモミに「どうしてここにいるんだ？もうすぐ試合が始ま
るのに。」と尋ねると、彼女は「落選したんです。でも、この試合で私の剣道人生が終わるわけではないの
で、悲しくはありません。私は、漢字 4 文字とマジックナンバーの意味に従って何かを続けることが大切
だと、心から感じています。だから、これからも剣道の稽古を続けていきます。」 グリーン先生は、「あ
の漢字とマジックナンバーは、素晴らしいことを教えてくれる。(4)習ったことを実行するのも素晴らしい
ことだよ。」と言った。トモミは手ぬぐいを見せて、「剣道人生はマジックナンバーより長くなると信じて
います。」と言った。


