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旧工業英検１級・２級問題で学ぶ 

テクニカルライティングマスター添削講座 第１期 

 

 

課題は全部で 56 問あります。この中から 6 問お選びいただき、別紙の提出用紙にご記入の

上ご提出ください。課題の選び方、提出順は問いません。 

 

 

目次（課題文・解答は 2 ページ目以降をご覧ください） 

 

問題 使用問題 分野 課題数 課題番号 ページ 

英訳問題 

※和文を英訳する問題で

す 

２級 

電機・機械 ９問 ①～⑨ ２ 

物理・化学 ９問 ⑩～⑱ ４ 

その他 １０問 ⑲～㉘ ６ 

１級 

電機・機械 ６問 ㉙～㉞ ８ 

物理・化学 ６問 ㉟～㊵ １０ 

その他 ６問 ㊶～㊻ １２ 

リライト問題 

※３C に沿って英文を 

リライトする問題です 

１級 全般 １０問 ㊼～○56 １４ 

 

【ご参考】 

上表の「使用問題」の級表示は、旧工業英検のものです。 

技術英検においては 

「２級→準プロフェッショナルレベル相当」 

「１級→プロフェッショナルレベル相当」となります。  
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【英訳問題】電機・機械 ①～⑨ 

課題番号① 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ロボットの腕は，その手先効果器*（手や把持部）を含めてマニピュレータと呼ばれる。

ロボットの中でも特に工業用ロボットは、単に高性能なマニピュレータに過ぎない。マニ

ピュレータの中には人間の腕に類似しているものもあり、そのため間接部は「肩」や「肘」

｢手首｣と呼ばれることもある。ロボットアームの自由度という言葉はロボットアームが

自由に動く方向の個数のことである。マニピュレータの多くは３次元方向に移動できる

が、それ以上の自由度を持つものもある。 ［注］手先効果器：end effector 

課題番号② 

次の和文を英訳しなさい。 

 

広義の定義に従えば、現代の車はロボットと言える。というのも、現代の自動車では自動

制御が一般化しているからだ。コンピュータ、センサさらには GPS、VICS などの情報シ

ステムも搭載されており、運転手の要求に応じて、エンジンおよびステアリング機構の制

御を行い、目的地に到達するのに最適な走行経路も提示するようになっている。  

課題番号③ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

水道管内調査ロボットシステムは、地下に埋設した水道管路の内部を、通水状態のままで

調査できる。このシステムは、ロボット本体、地上制御装置、挿入・回転装置から構成さ

れる。地上からの遠隔操作でロボット本体が水道管内を進み、内蔵した照明付きの TV カ

メラが管内の状況を撮影する。  

課題番号④ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ヒートポンプは熱源から「ヒートシンク」と呼ばれる指定の位置へ熱エネルギーを移動さ

せる装置であり、エアコンや冷蔵庫に使用されている。ヒートポンプは消費する電気エネ

ルギーの３倍以上の熱エネルギーを取り出すことができる。このことは、エアコンの熱効

率が電気ヒーターの少なくとも３倍高いことを意味している。 

課題番号⑤ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ヘリコプターの機体尾部にはテールローターと呼ばれる小さな回転翼がある。テールロ

ーターがない場合、メインローターが回転すると、機体が反作用によって逆方向に回転し

てしまい操縦不能になってしまう。この回転を防ぐため、テールローターは横方向に押す

力を生み出す。メインローターによる回転とは逆方向の回転力を与え、機体の安定を図

る。 
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課題番号⑥ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

風力発電機とは風の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する機械であり、塔体*、ナ

セル**、およびロータの３つの部分から構成される。塔体とはナセルとロータを保持する

部分であり、通常は管状の構造体で、その内部にはナセルに通じる梯子が付いている。ナ

セルは中空のシェル構造体であり、その内部に主軸、変速装置***、発電機、変圧器およ

び制御装置がある。ロータは２～３個程度の回転翼とハブとから構成される。  

［注］*塔体：tower    **ナセル：nacelle    ***変速機：gearbox 

課題番号⑦ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

3D プリンターは産業用ロボットに属し、3DCG データから立体的な物体を造形する。3D

プリンターの基本的な仕組みは、コンピュータで 3D データから作成された設計図を用い

て、薄い断面層を積層していくことで立体物を作成することである。硬化性液状樹脂を硬

化させながら吐出するインクジェットプリンターが最も一般的である。 

課題番号⑧ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

アンダーステアリングとは、一定のハンドル角で大きく旋回していると、速度が上昇する

に従って、クルマが外側に膨らんでいってしまう特性のことである。これは、前輪が横滑

りするために起こる。オーバーステアリングと違い、アンダーステアリングはドライバー

が反射的にアクセルをゆるめれば、打ち消される。このため、ほとんどのクルマは、基本

的にアンダーステアリングになるように設計される。 

課題番号⑨ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

現代の自動車と人型ロボットは、見た目は大きく異なるが、その基本構成はいずれも同じ

で、機械、電気、制御、および情報に関する技術から成り立っている。これらの組み合わ

せ方や使われている理論に違いはあっても、これらの技術をうまく融合させなければう

まく動作させることはできない。 
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【英訳問題】物理・化学 ⑩～⑱ 

課題番号⑩ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

メタン（CH4）は、最も単純な有機化合物である。１個の炭素にはいわば４本の手があり、

この４本すべてが水素と結びついたものがメタンである。このメタン分子のうちの１個

の水素がアミノ基に、もう１個の水素がカルボキシル基に置き換えられたものが、アミノ

酸の中でも最も簡単な構造のグリシンである。 

課題番号⑪ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ナノテクノロジーは原子や分子レベルで物質を操作する技術で、寸法的に 1～100 ナノメ

ートルの部位を少なくともひとつ有する材料やデバイス、その他の構造体を扱う。この量

子領域レベル*では量子力学的効果が重要である。ナノテクノロジーは、従来の物理学か

ら全く新しい取り組みまで、またナノスケールの寸法を有する新材料の開発から原子レ

ベルの物質の直接制御まで、非常に多岐に渡っている。 

 ［注］量子領域レベル：quantum-realm scale 

課題番号⑫ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

通常、物質の電気の通しやすさは、あまり変化しない。例えば、銅は常に電気を良く通す

が、ゴムは電気を通さない。これに対し、カーボンナノチューブは、炭素原子からなるナ

ノメートルサイズの物質で、その直径や炭素原子の配列のしかたによって、電気の通りや

すさが変化する。カーボンナノチューブのこのような特有の性質を利用したトランジス

タや電子回路の研究が現在進められている。 

課題番号⑬ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

タンパク質は、アミノ酸が直鎖状につながった高分子である。２つのアミノ酸が化学結合

する場合、ひとつのアミノ酸のカルボキシル基と、もうひとつのアミノ酸のアミノ基が反

応し、水 1 分子に相当する原子が外れる。この結合を、ペプチド結合という。また、アミ

ノ酸から原子が外れたこの構造を、アミノ酸残基という。 

課題番号⑭ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

リンは植物の生育に欠かせない肥料の三要素の一つである。また、リンは人間の骨を作る

元素として、人体で炭素、酸素、水素、窒素、カルシウムに次いで 6 番目に多い成分であ

る。また、リンは遺伝情報の伝達を司る DNA や RNA を作る元素の一つでもある。大量

のリン化合物の消費により、リン鉱石資源は枯渇しつつある。 
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課題番号⑮ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

原子を構成する３つの素粒子は陽子、中性子および電子であり、陽子と中性子から構成さ

れる原子核は、原子の中心部に存在する。陽子はすべて等価であり、中性子もすべて等価

である。陽子はプラスの電荷を帯びていることから、「＋」の符号を付して表されること

が多い。一方、中性子は電荷を持っていないことから陽子を結合させる働きをしていると

言われている。 

課題番号⑯ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

いっぱいにふくらませたゴム風船は、手を放すと空気を吹き出しながら飛んでいく。この

とき風船を動かしているのは、空気を吹き出した反動による力で、これを推力という。推

力は、空気が吹き出される向きとは反対の方向に働く。ロケットもこれと同じ原理を利用

して飛んでいる。ロケットの場合、エンジンの中で高圧の燃焼ガスを大量につくり出し、

それを後ろに高速で噴射することによって、前に進む力を得ている。 

課題番号⑰ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

核分裂性の原子核が中性子を吸収すると、一定の割合で核分裂を起こし、同時に１つ以上

の中性子を放出する。この中性子が別の核分裂性物質の原子核に吸収され連鎖反応が起

こる。この崩壊過程は発熱反応である。この連鎖反応を利用して一度に大量の熱が生成さ

れる。 

課題番号⑱ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

静止した物体にある速さの風が当たる場合と、ある物体が同じ速さである方向に進む場

合では、風の力の生じ方は変わらない。例えば静止した空気の中を飛行機が 250m/s と

いう速さで飛べば、250m/s という、ものすごい速さで風が前方から機体に当たってきて

いる、ということが言える。風の力は風速の 2 乗に比例しており、50m/s から 60m/s の

風速でも家屋を破壊できるほどの力がある。 
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【英訳問題】その他 ⑲～㉘ 

課題番号⑲ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

免震建築のアイディアの根本は、地面と建物を切り離すこと、つまり地面からの絶縁であ

る。最新の免震システムでは、積層ゴムと水の浮力を利用して建物が支えられている。水

の運動を利用して、地面の揺れを建物にできるだけ伝えず、また建物の揺れを減衰するよ

うになっている。絶縁・支持・減衰の３つの機能が、水を用いて実現されているのである。 

課題番号⑳ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ジェット気流とは強い偏西風で、地球の両極を中心に存在し、上空 8～13 キロで風速は

最大となる。気流は長さ数千 km、厚さ数 km、幅 100km 程度で、冬季には風速は 30m/s

くらい、中には 100m/s 近くに達することもある。夏期はその半分程度の風速に弱まる。

西から東へ向かう航空機は、ジェット気流に乗ることで燃料と所要時間を大幅に短縮す

ることができる。 

課題番号㉑ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

我々は論文のグラフからその意味を読み取ることができるが、現在の AI では深層学習（デ

ィープラーニング）であっても意味を読み取ることはできない。しかし、論文のテキスト

情報からの推論や新しい関連性の発見などは可能である。実際に 2000 万件もの医学論文

データに基づき、AI が患者の検査結果から医師が特定できなかった病名を特定し、処方

も指示したという成果も出始めている。 

課題番号㉒ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

最近、高い耐震性能を有する木造住宅を望むお客様が増えています。従来の木造住宅は、

繰り返される余震で、耐震性能が時間と共に低下することが良くあります。当社では、繰

り返しの地震においても木造住宅の損傷を抑えることが可能な、特殊な摩擦ダンパーの

開発に成功しました。 

課題番号㉓ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

燃料電池は水素と酸素を利用した次世代の発電システムである。燃料電池は水の電気分

解と逆の原理で発電を行なう。水の電気分解では電流の作用で水素と酸素が発生するが、

燃料電池では、水素と酸素の反応を利用して電流を作り出す。燃料電池は地球環境にやさ

しい発電システムとして開発が進められている。 
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課題番号㉔ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

パケット交換は、データを誤りなく、かつ効率的に届けられるように考えた方式である。

パケット交換では、相手に届けるデータを、小単位のセグメントに区切り、各セグメント

に宛先アドレスと自分のアドレスなどを書いたヘッダーをつけて送る。ネットワーク側

では、ルータが宛先を見てパケットの振り分けを行う。 

課題番号㉕ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

iPS 細胞は、病気の原因の解明、新薬の開発、細胞移植治療などの再生医療に活用できる

と考えられている。難治性疾患の患者の体細胞から iPS 細胞を作り、それを神経、心筋、

肝臓、膵臓などの患部の細胞に分化させる。その患部の細胞の状態や機能がどのように変

化するかを研究することで、病気の原因が解明できる可能性がある。 

課題番号㉖ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ランサムウェアとは、ユーザのファイルやシステムをロックし、「ランサム（身代金）」を

支払わない限り、ユーザがシステムにアクセスすることを制限したり阻止したりする、悪

意のもとに開発され利用されるソフトウエアの一種である。デバイスをランサムウェア

の攻撃から守るには、定期的にデータのバックアップを行い、OS の自動更新をオンにし

ておくとよい。 

課題番号㉗ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

放射性セシウムなどの放射性物質の原子核は不安定で、放射線を出すなどして別の原子

核になる。これを壊変と呼び、放射能はこの壊変の頻度を表している。単位にはベクレル

（Bq）が用いられ、1 秒間に 1 壊変する時、その放射能を 1 Bq としている。このように

放射能は放射線を出す頻度を示す言葉であるが、放射性物質の量を示す際にも用いられ

る。 

課題番号㉘ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

天然繊維は植物や動物が由来だが、合成繊維は重合体を口金*に開けられた穴から押し出

して作る。初期の合成繊維は単純な丸い断面形状のものしか作れず、それぞれの植物や動

物に特有の複雑で様々な断面形状をしている天然繊維に比べ、用途が限られていた。現在

では、様々な形状の穴から、保湿性や通気性など、必要機能を持つ合成繊維を簡単に紡糸

できる。 
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【英訳問題】電機・機械 ㉙～㉞ 

課題番号㉙ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

水中翼船には航空機の技術が多く盛り込まれている。海水はガスタービンエンジンで駆

動されるウォータージェットポンプによって、船尾水中翼*の吸入口から吸い込まれて加

圧され、一気に海中に噴射される。噴射ノズルの先端には噴射の向きを変えるデフレクタ

ーや後進の際に使用するリバーサーが取り付けられている。水中翼の後端には可動式の

フラップが備えられており、角度の調節によって自由に揚力を制御できる。この揚力によ

って船体は海面上に浮上し、水中翼だけが海中に残る。 

 ［注］* 船尾水中翼：stern hydrofoil 

課題番号㉚ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

星形エンジンとは、シリンダーを放射状に配列したエンジンで、主に航空機に用いられて

いる。一列あたりの気筒数は、４ストロークエンジンの場合、奇数が基本である。これは、

点火順序をひとつおきとすれば、爆発（燃焼）間隔が等間隔にできるためである。全体の

気筒数が偶数であるものは、奇数気筒の列を複数重ね合わせた設計になっているのが一

般的である。しかし、偶数気筒の列を持つ星形エンジンも試作されたことがある。 

課題番号㉛ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

｢モジュール｣という言葉はギリシャ時代から主に建築の分野で使われてきたものだが、

現在では様々な分野で用いられている。古典建築では、各部を比例的に定め、調和のとれ

た｢美｣を作るためのものであったが、近代以降の工業では、モジュールを数値としてとら

えることで、寸法の標準化や製品のプロポーションの決定などに利用されている。工業製

品では、標準化されたユニット、すなわちモジュラーユニットが製造され、相互に関係づ

けられ、全体の機能を実現している。 

課題番号㉜ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

慣性航法装置とは、慣性を利用したジャイロと加速度計を組み合わせることにより、航空

機や船舶の位置や方位を推測する装置である。慣性力は質量と加速度の積で表されるの

で、慣性力から加速度が算出できる。加速度から速度と距離が算出できるので、飛ぶ方向

さえわかっていれば自分の位置を割り出すことが可能となる。飛行機の場合、機体の姿勢

の変化を加速度と捉えないよう、姿勢に関係なく加速度計を水平に保つ必要がある。 
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課題番号㉝ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

V 型エンジンは、クランクシャフトとカムシャフトが回転することでピストンが動き、動

力を得る、という点では直列エンジンと違いはない。強いて違いを挙げるとすれば、V 型

エンジンのピストンの動きは左右対象にはならないのが普通だということである。いず

れのエンジンでも、気筒数が増えるとその分エンジンが長くなるというデメリットが生

じる。だが、同じ気筒数で比較すると、V 型エンジンの方がはるかに短いエンジンを作る

ことが可能だ。 

課題番号㉞ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

スーパーチャージャーは、クランクシャフトからベルトなどを介して取り出した動力に

よって圧縮機を駆動し、空気を圧縮してエンジンに供給する。エンジンからの排気を利用

するターボチャージャーと比較すると、「スロットル開度に対する反応が優れる」、「低回

転域の過給効果が高い」などのメリットがある。ターボチャージャーのように高出力維持

のために低速ギアでの高回転運転を強いられないので、大排気量車やオートマ車に好都

合な過給システムでもある。 
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【英訳問題】物理・化学 ㉟～㊵ 

課題番号㉟ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

音は空気を伝わる波であるが、横波とは種類の異なる波である。太鼓をたたくと、表面の

振るえは空気を押したり引いたりして振動させる。つまり、空気中には、空気分子の密度

が高い部分と低い部分が交互に現れるのである。音波とは、この空気分子の疎密の分布が

進んでいく現象である。空気の分子はこの時、波の進行方向と同じ方向に行ったり来たり

するように振動している。このように、波の振動方向が進行方向に一致する波を「縦波」

という。 

課題番号㊱ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

水に溶けている界面活性剤は、水の内部よりもその表面に集まりやすい性質をもってい

る。水中の界面活性剤濃度が高くなると水面は界面活性剤の分子で込み合い、水中では界

面活性剤分子が親水基*を水側に向けた集合体（ミセル**）を形成し始める（このときの

濃度を臨界ミセル濃度という）。ミセルができると、水に溶けない油でも水に溶けるよう

になる。 

［注］*親水基：hydrophilic group   **ミセル：micelle 

課題番号㊲ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ガラスの表面に水をこぼすと丸い水滴になりますが、石けんなどの界面活性剤を少量溶

かした場合は、表面にひろがります。また水だけ振っても泡はすぐに消えてしまいます

が、界面活性剤を少量溶かすと泡立ちが大きくなりしばらくは消えません。また、油を乳

化させたり、細かい固体を分散させたりもできます。これらは界面活性剤が水の表面張力

（水と油の場合は界面張力）を低下させ、水面の表面積を増加しやすくさせているからで

す。 

課題番号㊳ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ロボットが歩行しているとき、ロボットには地球からの重力と歩行の加減速によって生

じる慣性力が働いている。これらの合力を「総慣性力」と呼ぶ。一方、ロボットが着地し

ている足には地面からの反作用として「床反力」が働く。「総慣性力」の軸と地面との交

点では、「総慣性力」のモーメントが「0」となるので、ゼロモーメントポイント（ZMP）

と呼ばれている。また、「床反力」が作用する点を「床反力作用点」という。 
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課題番号㊴ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

ナイロンの原料生産は現在まで石油資源に依存してきたが、生物由来の原料の可能性が

探られている。カダベリン（1,5-diaminopentane）は炭素数 5 のジアミンであり、ジカ

ルボン酸と反応させることによって、ナイロンを形成することができる。カダベリンを生

物反応によりバイオマスに由来する糖類から安価に生産することができれば、石油に依

存せずに多様なバイオ繊維、バイオプラスチックを製造することが可能になる。 

課題番号㊵ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

植物は光合成により太陽光のエネルギーを利用して二酸化炭素と水を年間約 2400 億ト

ンの澱粉や糖に変換する。光合成は次の３つの化学反応からなる。①葉緑素で捕らえた太

陽光のエネルギーで水を分解し、電子をため込んだ物質を作る「光化学反応」、②この電

子で二酸化炭素から酸素を取り除き、残った炭素から有機化合物を作る「二酸化炭素固

定」、③得られた有機化合物を結合して澱粉にする「澱粉合成」からなる。 
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【英訳問題】その他 ㊶～㊻ 

課題番号㊶ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

生産現場では、品質・コスト・納期・安全のすべてが重視されなければならない。しかし

ながら、量産開始までに充分な時間がない場合には、納期対応への配慮から、どうしても

多めの人員が配置されてしまいがちだ。これは、コスト増につながってしまう。そこで、

「標準人員」と「暫定投入人員」を分けて設定し、できるだけ早く、標準人員のみでの生

産に切り替えられるように管理することが重要となる。 

課題番号㊷ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

少子高齢化により、高齢者の日常生活を支援する介護ロボットのニーズが高まっている。

そのためには人間の生活空間で、家電や食器など様々な形状のものを人間と同じように

扱えるロボットが必要となる。例えば、人型ロボットの腕に、バネを利用した関節機能を

搭載し、圧力調整できる指で、複雑な形状のものや、やわらかいものも人と同じように扱

えるようにする。こうしたロボットは、車イスに乗る人を手助けするといった日常の介護

や、冷蔵庫を開けて調味料を出すといった家事の支援をこなすことができる。 

課題番号㊸ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

太陽の内部では、水素の原子核が４つ集まってヘリウムの原子核になる。これが核融合反

応である。水素の原子核はプラスの電気を帯びており、通常の状態では、近づこうとする

と反発するが、太陽の巨大な重力によって押し縮められて核融合反応が進む。これに対し

て、地球の重力は極めて小さく、太陽と同じ核融合は起こらない。そこで、地球上の核融

合には、燃料に水素の同位体である重水素と三重水素（トリチウム）を使用する。 

課題番号㊹ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

テキストマイニングは、自然言語で書かれたテキストデータから有益な情報を見つける

ことを目的としており、基本的にはデータマイニングと同じく、単語の統計的パターンを

みつけることになる。アンケートの自由記述やコールセンターでの対話ログなどに加え、

近年では、インターネット上のブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、電子掲示

板などに蓄積されるテキストデータを分析することで、一般ユーザの意見をくみ取るこ

とができる。 
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課題番号㊺ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

生態系の回復力（レジリエンス）は一定ではなく、人間が生態系に加える負荷（環境スト

レス）の大きさによって変化する。人の健康にたとえると、精神的なプレッシャーが増え

ると免疫力や体力が減って、体調を壊しやすくなるのに似ている。生態系の数学的なモデ

ルを用いて解析すると、人間による影響を受けていない状態の生態系の回復力は、環境ス

トレスが増えると減少し、最終的に環境ストレスの大きさがある臨界点に達するとゼロ

になる。 

課題番号㊻ 

次の和文を英訳しなさい。 

 

世界の海洋では、約１５００年かけて深層水と表層水が入れ替わっている。北大西洋で冷

たい海水が沈み、深層水となって南下する。南極圏を通ってインド洋や北太平洋で浮上

し、暖かい表層水となって北大西洋に戻る。地球温暖化で海水の沈むのが遅くなると深層

水の水温が上昇し、海水の循環速度が遅くなると予測される。海洋は赤道から極域に熱を

運ぶので、循環が遅くなると赤道付近はより暑く、極域はより寒くなる恐れがある。 
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【リライト問題】その他 ㊼～○56 

課題番号㊼ 

次の英文を無駄のない、簡潔な英文に書き直しなさい。 

 

The appearance of cracks in glass has proven to enable the glass to be even stronger. 

By using a 3-D laser engraver, which is the tool that is used to make those glass 

trophies that have a logo floating inside, cracks a few microns wide were carved by 

researchers into glass slides, and the cracks were then filled with polyurethane. 

Toughness of the resulting glass was 200 times greater, because the microcracks 

dissipate energy, which prevents larger cracks. 

課題番号㊽ 

次の英文を無駄のない、簡潔な英文に書き直しなさい。 

 

A new kind of research from Cornell, having been published in Nature in January, has 

shown that scientists are reporting solar cells that are better than before through the 

process of changing the chemistry of the materials. Film solar that is thin is a 

photovoltaic material that has been put onto some kind of a substrate like silicon. The 

ones that were made by these researchers at Cornell are organic-inorganic metal 

halide perovskites, which the team has been studying for a while. A liquid source and 

a simple coating are used by the new solar cells, which can make it appealing for more 

commercial uses. 

課題番号㊾ 

次の英文を無駄のない、簡潔な英文に書き直しなさい。 

 

The meaning of obesity is that you have too much fat in the body. There is a difference 

between being obese and being overweight, which means to have too much weight. It 

is possible that the weight may be muscle, fat, and/or body water. The two terms mean 

that the weight of a person is greater than the weight that is considered healthy for his 

or her height. The occurrence of obesity is over an extended period of time when more 

calories are eaten than being used. There is a balance between calories-in and 

calories-out and it is different for each person. Factors that might have an effect on 

your weight can include your genetic makeup, overeating, the eating of high-fat foods, 

and not engaging in physical activity. The fact of being obese has an increase of the 

risk of diabetes, heart disease, stroke, arthritis, and some cancers. If you are in an 

obese state, the loss of even 5 to10 percent of your weight can create a delay or bring 

about prevention of some of these diseases. For example, that means losing 10 to 20 

pounds if your weight is 200 pounds. 
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課題番号㊿ 

次の英文を無駄のない、簡潔な英文に書き直しなさい。 

 

It is said by doctors that there is a link between the repeated use of an addictive 

substance and the way in which pleasure is experienced by the human brain. Physical 

changes are caused in some nerve cells in the brain by the addictive substance. 

Another name for a nerve cell is a neuron. Neurons perform the release of 

neurotransmitters into the synapses (empty spaces) between nerve cells, which are 

received by receptors in other neurons. A neurotransmitter is a chemical that is 

released by a nerve cell, which thereby conducts transmission of an (electric) impulse 

from one nerve cell to another nerve cell, organ, muscle, or other tissue. After a while, 

the same pleasure is not obtained by the user of the potentially addictive substance 

and the user has to increase the dose because the body’s tolerance undergoes an 

increase to the substance. Eventually, pleasure from the substance is not experienced 

by the user any longer and the substance is taken by the user simply to prevent 

withdrawal symptoms. Experts say that when there is an increase of tolerance, there 

is a much greater risk of addiction. 

課題番号○51 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English.  

 

It is well known by all of us that food is a major player when it comes to our health; too 

many of us are overweight and unhealthy. The more knowledge we have about how 

the food we eat has an effect on the body will give us a head start on getting the 

nutrition needed to look great and feel great. Here are two important nutrition tips that 

should be known by everyone: 1. “Diets” are bad, lifestyles are good. The word “diet” 

carries the implication of a restrictive, short-term method of the achievement of a goal. 

Instead of just focusing on diet, it is needed that we look for entire lifestyle changes 

that will help us reach and maintain goals. 2. We need to eat more green vegetables. 

Green and orange vegetables make up only 10% of vegetables that are consumed by 

Americans. The bulk is potatoes and tomatoes. 
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課題番号○52 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English. 

 

Immunotherapy To Treat Cancer 

 

Immunotherapy brings about the unleashing of the body’s immune system to attack 

cancer. It has proven extremely difficult, however, to bring about development of 

treatments that deliver results that are consistent. Decades of bold ideas, dedication, 

and financial investment in research have been required to establish the proof of 

immunotherapy’s worth as a treatment for people with an array of cancers that are 

different. Until the US Food and Drug Administration enacted approval of the first 

immune checkpoint blocker to treat advanced melanoma in 2011, the expectancy of 

life for patients with that disease was usually measured in months. But new 

immunotherapies have made it possible for that time to be extended to years—and 

melanoma was just the tip of the iceberg. In 2015, the results of clinical trials showed 

that the approach holds promise for patients with many hard-to-treat cancers. 

課題番号○53 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English. 

 

Nearly all of the stars, with the inclusion of our Sun, had their birth from high heat, 

dense molecular clouds and come in pairs, according to a paper that is to be published 

in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Systems of binary stars are 

common in space. It was estimated that as many as 80 percent of massive, bright O-

type and B-type stars are locked in multiple star systems, and that around 50 percent 

of sun-like stars have companions. 

 

The meaning of a wide binary is that twin stars are separated by in excess of 500 

astronomical units — 500 times the distance between the Sun and Earth (93 million 

miles). The distance, which is large, means that the pull of gravitation between stars 

like the Sun and Nemesis (the name of the Sun’s binary) weakened, allowing Nemesis 

to escape and blend into a crowd of stars that are in the background in the Milky Way. 
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課題番号○54 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English. 

 

It is said that the robots are coming and are taking our jobs. Or are they? There has 

been an amplification of the debate on the impact of automation on employment 

regarding concerns about the loss of jobs in advanced economies. What strategy 

regarding skills should countries adopt to equip their workforces for the 21st century? 

 

There are three components of a worker’s skill: cognitive skills like basic numeracy 

and literacy, social and behavioral skills like conscientiousness, grit, and openness to 

new experiences, and job- or occupation-specific technical skills like those that are 

required to accomplish work as an engineer or electrician. Cognitive and social and 

emotional skill formation gets its start from very early childhood, and remains 

malleable throughout adult life. But the window for the building of cognitive skills 

closes with late adolescence. We do not stop learning new things, but our brains are 

hardwired at a certain point in development. In contrast, the acquisition of technical 

skills occurs later from adolescence throughout adulthood and in vocational schools, 

universities, and on the job. They undergo depreciation at an increasingly fast rate 

given technological change, and require constant upgrading. 

課題番号○55 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English. 

 

It is worth taking note of the fact that the percentage of people getting news from 

social platforms is in a large part the same at the present time as it was during the 

year of 2017 (67%). That influence is a significant amount — news and issues that are 

shared on social platforms are reaching large audiences and are in the process of 

impacting public opinion and voter behavior. 

 

That is not surprising if we take a look at all the recent coverage we have seen around 

Russian political groups who are seeking to influence American voters via social 

platforms. And when you add to this the fact that users are more likely to make 

comments on negative, divisive news stories, which is another indicator to algorithms 

to increase a post’s distribution, you are able to see how social platforms may well be 

making contribution to fueling societal division. And it may not be an easy task to find 

an answer on how to stop it. 
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課題番号○56 

Rewrite the following passage into a clearer and more concise format in English. 

 

There are many researchers who hold the belief that the effects of aging are a result 

of numerous genetic and environmental factors, and these effects vary from person to 

person. By the theory known as genetic aging, it is suggested that, just like hair color 

and height, our lifespan is governed by the influence of the genes we receive from our 

parents through inheritance. 

 

It is possible that such a theory may have a ring of truth; studies have shown that 

children of parents who have a lifespan that is long are more likely to live a longer life 

themselves. And research published in 2013 suggested that the aging process is under 

the influence of mitochondrial DNA that is derived from our mothers during the process 

of inheritance. 

 

But while there is strong evidence that backs up the genetic aging theory there is no 

denial that healthy aging and longevity is largely influenced by our environment — that 

is, the kinds of food that we eat, the degree to which we exercise, the locations we live 

in, and the compounds and toxins we are exposed to throughout the whole span of our 

life. 

 


