
内容Check!  の解答と訳

1 1	1. 	「人間はビタミン C がなければ健康体でいられない。」
  2. ×	「人間と類人猿は肝臓でビタミン C を作ることができる。」
  3. 	「たくさんの新鮮なフルーツを食べることで，歯の周りのピンク色の部分が出血するのを防げるかもし

れない。」
2 1	1. ×	「薬と食物には明確な違いがある。」

  2. × 「薬は体によいが，毒は害にしかならない。」
  3.  「薬を取り過ぎると，その効果は毒と同じである。」
  4. × 「アルコールは薬にしか分類されえない。」
3 1	1.  「日本人は長い間緑茶を楽しんできた。」

  2. × 「緑茶とその他の種類のお茶は異なる種類の植物から取れる。」
  3.  「茶葉を加工するさまざまな方法によって，異なった味と色が生まれる。」
4 1	1. × 「オオカミはつがいで〔夫婦で〕生活し，雌は伴侶の雄と一緒に子育てをする。」

  2.  「オオカミは穴の中で子供を生む。」
  3. × 「雌のオオカミはいったん赤ん坊を産むと，決して群れの他の仲間たちには赤ん坊の世話をさせない。」
5 1	1. × 「身ぶりは，どの文化でも同じことを意味する。」

  2.  「日本では人を数えるのに人差し指を用いるのは一般的だ。」
  3.  「学生のうちの１人は，自分の国では人を指で数えるのは一般的でないと言った。」
6 1	1.  「私たちが本当に笑う時に使う筋肉は，私たちが偽って笑う時に使う筋肉とは違う。」

  2. × 「偽りのほほえみでは唇の端が上に引っ張られる。」
  3.  「人々がほほえむ時の筋肉の動き方を知ったら，ほほえみによって本当の感情を隠すことはできなくな

るだろう。」
7 1	1.  「“hot”という語には２つの異なる意味がある。」

  2. × 「私たちの身体は香辛料の化学物質と温度の上昇に対してまったく異なる方法で反応をする。」
  3.  「香辛料のきいた食べ物にも温度の上昇にも “hot”という語が用いられるが， それはどちらの場合にも

同じ神経が反応するからである。」
8 1	1.  「衣服の右側にボタンがあると，右利きの男性は右手を使いやすい。」

  2. × 「女性の衣服の左側にボタンがあるのは，昔大半の女性が左利きだったからである。」
  3.  「ボタンが左側にあると，召使いは女性の衣服のボタンをかける手伝いをしやすかった。」
9 1	1. × 「人々はしばしば紫色を知恵の象徴と見なしてきた。」

  2.  「紫色の染料はある種のカタツムリから作られた。」
  3.  「染料を作るために使われる液体はひどいにおいを放つ。」
101	1. × 「ハッカの枝によってろうそくは透明な密閉された空間の中で燃え続けた。」
  2.  「プリーストリーの実験によって，植物が一匹のネズミを密閉空間の中で生かしておくことのできる何

かを作り出すことがわかった。」
  3. × 「その気体を『酸素』と名づけたのはプリーストリーであった。」
111	1. × 「アガサは 26 歳の時に，アフリカから家に帰ってきた。」
  2. × 「警察は誰かがアガサを殺したのではないかと疑った。」
  3.  「アガサはノースヨークシャー州にあるホテルでそこの給仕長に発見された。」
121	1. × 「アガサは失踪後はじめて夫に会った時，大変喜んだ。」
  2.  「事件がアガサを売れっ子作家にしたことは皮肉なことだった。」
  3.  「彼女の次の作品である『ビッグ４』は，それ以前の本よりずっと多く売れた。」
131	1. × 「私たちは骨の中でビタミン D を作ることができる。」
  2.  「皮膚の色を見ることによって，私たちは人が病気かどうか推測することができるかもしれない。」
  3. × 「異常な発汗は人が快適であるか幸せであるということを意味することもある。」
141	1. × 「実験の後，科学者たちは大きさと重さに応じてハエを３つのグループに分けた。」
  2.  「ハエの遺伝子の研究から，それらがある特定の点で異なっていることがわかった。」



  3.  「科学者たちは特定の1 組の遺伝子がハエの異なる行動を説明するのではないかと考えた。」
151	1.  「子供は，親に音読される本に耳を傾けることから大きな恩恵を得る。」
  2. × 「親は子供に本を読んでやることから何の恩恵も受けない。」
  3.  「親が読むお話を定期的に聞いた後では子供の学業成績はよくなる。」
161	1.  「ゆっくりしたテンポの音楽の方が，速いテンポの音楽よりも人間の行動を変える。」
  2. × 「工場労働者は，速いテンポの音楽がかかると速く働き，ゆっくりした音楽がかかるとゆっくり働く。」
  3.  「多くの工場で，バックグラウンドミュージックは仕事関連のストレスを減らすために使われている。」
171	1.  「個人主義者は，協調主義の人よりも早く解決策を見いだせるかもしれない。」
  2. × 「個人主義者は自分の考えを変えることをいとわない傾向がある。」
  3.  「協調主義の人たちの問題への対処の仕方は長い時間がかかる可能性がある。」
181	1. × 「ネコは飼い主の気持ちをわかることができないように思える。」
  2.  「ネコが捕まえてきた鳥を皿の上に置いた。これは，ネコが皿の機能を理解していたということを示唆

している。」
  3.  「ある作家のネコは，そうするように言われてしっぽを画面の上からのけた。」
191	1. × 「大学生用のほとんどの英語辞書は約 2 万語の単語を収録している。」
  2.  「英単語の正確な数を数えたと主張する団体がある。」
  3.  「今日英語の中で使われている多くの単語は英語以外の起源を持つ。」
201	1. × 「常に創り出されている新しい単語は無視することができる。」
  2.  「単語数を数えようとしている人たちはいらいらするだろう。言語は決して変化をやめないのだから。」
  3.  「私たちは言語について常に新しいことを学ぶことができる。」
211	1. × 「蹴鞠が tsu chu よりも早い時期に確立されたということには疑いがない。」
  2.  「蹴鞠の試合の競技者の数は柔軟である。」
  3. × 「tsu chu では競技者は，おがくずを詰めた大きな鞠を小さな穴にたたき込むだろう。」
221	1.  「漢王朝の皇帝は tsu chu の大ファンであっただけでなく自分も競技者だった。」
  2.  「８世紀，英国のサッカーは軍事演習であった。」
  3. × 「19世紀初頭，ケンブリッジ大学が，試合中にボールを手で持って運んでもいいというルールを定めた。」
231	1. × 「子猫や子犬は遊びを通じて敵との戦い方を習得する。」
  2.  「筆者によると，日本の都会の子供には遊ぶ場所があまりない。」
  3.  「子供は生き方を習得するために，特に屋外での場所を必要とする。」
241	1. × 「平均的な日本の12 歳の子供は１日に 4，5 時間遊んでいる。」
  2. × 「テレビゲームをしたり，テレビを見たりすると他人との付き合い方が学べる。」
  3.  「統率力やグループの調和を身に付けるためには，子供は友達と遊ぶ必要がある。」
25 1.  「どんな文化でも，伝統と慣習は結婚式の重要な部分を占める。」
  2.  「キリスト教徒が結婚式に白を好むのは，白が純潔さを示すと考えるからだ。」
  3. × 「ヒンドゥー教では赤はよい意味を持たないが，中国では持つ。」
26 1.  「新婦が新居に左足から最初に入るのは不吉だと考えられている。」
  2. × 「アメリカの人々が最初に，新婚の２人に米あるいは花を投げ始めた。」
  3.  「今日の結婚式は伝統的な側面と新しい慣習を合わせ持つ。」
271	1. × 「医学では基本的に人の命は他人の利益のために使われなければならないということを認めている。」
  2. × 「クローニングを通して，卵細胞はヒトになる自らの可能性を発展させる。」
  3.  「体の部位のために使われるヒトを人々が製造する原因となるクローニングにはいくらか懸念がある。」
281	1.  「人間のクローニングに賛成の人もいる。」
  2. × 「人々がクローニング用に使うであろう卵はやがては自動的にヒトになる。」
  3.  「クローン開発の支持者は，科学者が自由に実験をすることができるべきだと主張する。」
291	1.  「アメリカがフランスから学ぶべき１つの教訓とは食事を一緒に取ることだ。」
  2. × 「統計によると，フランス人家族全体の半分しか一緒に食事を取らない。」



  3. × 「いつも一緒に食事を取っているアメリカ人家族の数は過去 20 年にわたって着実に増えてきている。」
301	1.  「アメリカでは親も子供も腰を下ろして食事をするには忙しすぎると言っている。」
  2. × 「学校で過ごす時間は，学力得点の向上において，家庭での食事の時間よりも強力な要因である。」
  3.  「若い人の約 80%が家で食事をすることが好きである。」
31 1. × 「中国は，産業革命よりも前に数学を研究していた唯一の国だ。」
  2.  「中国の人々は2000 年以上前，暦の完成に興味があった。」
  3.  「紀元前200 年に書かれた教科書の考えには，ヨーロッパからの影響は見られない。」
32 1. × 「13 世紀頃中国人が使っていた方法は，14 世紀にヨーロッパ人に発見された。」
  2.  「中国は14 世紀終わり頃，数学への興味を失い始めた。」
  3.  「19 世紀において，多くの中国人がヨーロッパの数学の知識から学んだ。」
331	1.  「アレルギーを持つ子供の数はここ30 〜 40 年の間に増えてきた。」
  2. × 「アレルギーは都市に住む子供の間にしか見られない。」
  3. × 「幼い子供がアレルギーの原因物質にさらされることは必要ない。」
341	1.  「小家族化傾向のために，幼児は家庭でアレルゲンに出会うことが少なくなっている。」
  2. × 「自分の子供がもっとアレルギーに抵抗力をつけてほしければ，子供は１人っ子とすべきだ。」
  3. × 「子供は幼少期により少ないアレルゲンにさらされることでより強い免疫をつけることができる。」
351	1. × 「苦しみを理解することなく，人々はもっと効果的に苦しみに対処することができる。」
  2. × 「ある研究実験のために，心理学的に不健康な学生が何人か選ばれた。」
  3.  「個人的に心をかき乱す経験について書いた学生は，普通の話題について書いた学生よりも，後になっ

て医療センターに行く頻度がより低くなった。」
361	1. × 「気持ちをかき乱す経験について書いた学生たちは，ずっと気分がよくなったと言った。」
  2.  「つらい経験に向き合えないと，病気にかかりやすくなる恐れがあるかもしれない。」
  3.  「個人的な問題について話したり書いたりすれば，体が病気と闘う助けになるだろう。」
371	1.  「自分の話から重要な情報を省略することによって，人をだますことができる人もいる。」
  2. × 「女性は州の宝くじに使ったお金よりも多くのお金を勝ち取った。」
  3. × 「女性は筆者に宝くじの券を何枚買ったか話した。」
381	1. × 「スミス知事の前任期中に雇用は落ち込んだ。」
  2. × 「ヤッキーピルズの広告で，私たちはヤッキーピルズについて質問された10人すべての医者を，偏りが

ないものであると認めることができる。」
  3.  「広告主は製品やサービスについて一部だけが真実の主張をすることは違法ではない。」
391	1.  「あなたのことで，ある企業があなたの母親よりもよく知っていることがある。」
  2.  「大企業は消費者の必要なものや要求についてほとんど何でも知っている。」
  3. × 「アメリカ人の必要なものや要求を理解するのはいつでもたやすい。」
401	1. × 「どれくらいの量の食べ物を私たちが一年に消費するかを知るのは不可能だ。」
  2.  「練り歯みがきのメーカーは，他のどんな事業よりも徹底した調査を行っている。」
  3.  「私たちが買うものを私たちはなぜ欲しいと思うのかという理由を，企業は知る必要がある。」
411	1.  「子供の頃，筆者は人々の本当の気持ちを読み取ることができた。」
  2.  「筆者はセールスを続けても安全かどうか判断することができた。」
  3. × 「相手があなたに手を閉じた状態で立ち去るように言ったとしても， まだセールストークを続けてよ

い。」
421	1. × 「筆者は外国語を理解する能力のおかげで生命保険業界で成功した。」
  2. × 「研究者によると，私たちは，感情を伝える際に，いつも言葉を使う。」
  3.  「場合によっては，言葉は身体言語で代用できる。」
431	1.  「触れることはすべてのコミュニケーション手段の中で最も強力なものになりうる。」
  2. × 「触れられることへの反応の仕方には，男女の差がないように思われる。」
  3. × 「女性は触れられることに対して，男性ほど好意的な反応を示さない。」



441	1.  「販売員は，他人が身体に触れていると，頼みごとに対して「ノー」と言いにくいと思っている。」
  2. × 「調査によると，誰でも触れられるのが好きだ。」
  3. × 「日本人は他人と密接に触れ合わなければならない時に，自分の周りの人と目を合わせようとする。」
451	1. × 「暴力的なテレビゲームにさらされることの影響は長い間研究されてきた。」
  2.  「暴力的なテレビゲームをすると，生理的な興奮や身体的に攻撃性のある行動が増える。」
  3.  「グリーンバーグ教授は，電子ゲームをすることは高所得の技術職につく機会を広げると言っている。」
461	1.  「もし女性がゲーム作りにもっと関わるようになれば，あまり暴力的ではないゲームを作り出すかもし

れない。」
  2. × 「あらゆる点から見て，テレビゲーム産業は間もなく衰退するだろう。」
  3.  「暴力的なゲームが若者の行動に与える影響を，もっと注意深く観察すべきだ，とアンダーソンは結論

づけている。」
471	1.  「アメリカは昔も今も読むことに関する問題を抱えている。」
  2.  「ある調査結果によると，アメリカの多くのティーンエイジャーは読まれた資料の正確な意味を述べら

れなかった。」
  3. × 「子供が読解力をつけるのに親が手伝えることは何もない。」
481	1. × 「優れた読者が雑誌を読む時は，理解するのにどんな戦略も使用しない。」
  2.  「優れた読者は，最も重要な考えあるいは主題と，重要ではない情報を区別することができる。」
  3.  「どんなことを学ぶにも読解ができなければならいない。」
491	1.  「人々が外国語を学ぶ理由はさまざまだ。」
  2. × 「研究者は，外国の雑誌に発表された報告の正確な翻訳が出るのを待つ方がいいと考えている。」
  3.  「文学の研究者は名作をそれが最初に書かれた言語で読めなければならない。」
501	1.  「新しい言語を学ぶには，聞いたり，話したり，読んだり，書いたりすることの継続的な訓練が必要である。」
  2.  「本文で述べられた『言語学習の４つの側面』には文法と熟語が含まれる。」
  3. × 「新しい言語の習得には，思考の卓越した創造性や決定的な才能を持っていることが必要だ。」
51 1. × 「一般的に言って，4 歳くらいの子供は年に２，３回風邪を引く。」
  2.  「なぜ大人の方が子供よりも風邪を引かないのか，誰にもはっきりとはわかっていない。」
  3.  「ラニ・ミショリ博士によると，ウイルスのタイプは大変多いので，風邪に対して免疫をつけることは

できない。」
521	1.  「私たちは，旬でなくても，多くのさまざまな果物や野菜を買うことができる。」
  2. × 「輸送費によって私たちの食べ物の価格があまりに高騰したため，誰も食べ物を買うことができない。」
  3. × 「さまざまな食糧を輸送することで，私たちは外国から汚染された空気も運んでいる。」
531	1.  「抗議行動の間，人々がパニックになって石油を買ったため，ガソリンスタンドの90%以上が干上がった。」
  2.  「国際的な食物貿易は環境に大きな影響を与える可能性がある。」
  3.  「イギリスのリンゴ果樹園の多くが破壊され，イギリスで食されるほとんどのリンゴが海外から購入さ

れる。」
541	1.  「ウォルト・ディズニーのスタジオでは，２つのグループがお互いに対立し合っていた。」
  2. × 「グレン・キーンはコンピュータ・アニメに熟練していた。」
  3.  「キーンは２つの異なる技法形態を評価するために会議を召集した。」
551	1. × 「議論は結論に達するまで非常に平和的に進んだ。」
  2.  「コンピュータ・アニメの制作者たちは，手で描かされることを恐れていた。」
  3. × 「ディズニーが伝統的なアニメ制作のスタイルを止めることを決めた時，キーンは 70 歳だった。」
561	1.  「『ピーターパン』は，手描きの有名なディズニーアニメである。」
  2.  「ディズニーが最初のコンピュータ・アニメを発表するのに２年半かかった。」
  3. × 「ディズニーにとって，名声を取り戻すことは，収益を回復させることほど重要ではなかった。」
571	1.  「何千もの人々がケイシー・ニコルのウェブサイトを訪ねた。」
  2.  「ケイシーは日記を通して自分の様子を人々に知らせた。」



  3. × 「何人かの人々は彼女の家を訪ねることまでして，彼女と親しい友人になった。」
581	1. × 「ケイシーの葬儀に参列した人達は，母親を疑い始めた。」
  2.  「ケイシーは実はデビー・スウェンソンという女性の作り上げたものだった。」
  3. × 「最終的に，デビー・スウェンソンは非常にたくさんの人をだました罪で FBI に逮捕された。」
591	1. × 「著者は，テレビはインターネットよりもはるかに優れた経験を与えてくれると考えている。」
  2. × 「著者は，インターネットソースから転写したテキストはかなり望ましいものだと考えている。」
  3.  「著者が本が好きな理由の１つは，それが持っている情報量にしては非常にコンパクトだということだ。」
601	1.  「現在は非常に多くのテーマに関するあらゆる種類の本が手に入る。」
  2.  「著者によると，本の良いところは，手に持ったり触ったりできることだ。」
  3. × 「作家はインターネット用の本を調査するために図書館を利用する。」
611	1.  「人々が食品の安全に関心を持っているので，有機農業に人気が出てきている。」
  2. × 「有機農業の生産物は，殺虫剤で保護されているのでより安全だと考えられている。」
  3. × 「アメリカの農場経営者の約 20%が有機栽培法を使っている。」
621	1.  「有機栽培の生産物だけを買うレストランがあるのは，非有機栽培の生産物よりも味がよいからだ。」
  2. × 「有機食品が高いのは，有機農業が生み出す食品の量が非有機栽培法に比べてずっと少ないからだ。」
  3. × 「ほとんどの人々は，有機農業のコストにもかかわらず，有機農業のより高い価格に不平を言うだろう

と，著者は考えている。」
631	1.  「ファーマン博士は，適切に食事をとれば病気にならないと言っている。」
  2. × 「ファーマン博士は，薬品は栄養の代わりに用いることができると考えている。」
  3.  「ファーマン博士に賛成する研究者もいる。」
641	1.  「コレステロール値の低い人は，高い人に比べて心臓病の危険が少ない。」
  2.  「ハスラー博士は，大豆がコレステロールを下げるのに有効だと信じている。」
  3. × 「ブロック博士は，大豆ががんに栄養と血液を供給する可能性があると考えている。」
651	1.  「研究で，イヌは息のサンプルの匂いを嗅いでがんを発見できることが示された。」
  2. × 「パインストリート財団には，がん発見のためのイヌの訓練センターがある。」
  3.  「イヌががんを発見する能力があるのではないかということは，昔から考えられてきた。」
661	1. × 「がん細胞は代謝老廃物を出すが，普通の細胞は出さない。」
  2.  「イヌは正しい徴候の前で座るように訓練された。」
  3. × 「患者が喫煙者である場合には，肺がんをかぎ分けるのが少し難しかった。」
671	1.  「今の割合で石油を使えば，既知の石油埋蔵量は今世紀末までには使いつくされるだろう。」
  2. × 「いくつかの石油会社は地中から石油を得るもっと安価な方法を見つけることはなかった。」
  3.  「燃料電池は，環境に優しいので，化石燃料の有望な代替物であると期待されている。」
681	1.  「かつては，人々は治療過程における患者の心の重要性を認識していた。」
  2. × 「19 世紀までは，医学に関して記した人は肯定的な感情の効果を無視していた。」
  3. × 「近代医学は数量化しにくい情報を利用している。」
691	1. × 「イギリスの科学者たちは，普通のイエバエがショーなどで演技するように訓練できることを発見した。」
  2.  「マイケル・ディキンソンはハナアブの方が普通のイエバエよりも上手に飛べると信じている。」
  3. × 「一部の科学者や技術者は，ハエを危険な場所で使う可能性を研究している。」
701	1.  「ディキンソンはハエが衝突を避けるメカニズムを分析するのにスーパースローモーションを使って

いる。」
  2. × 「ハエの飛行はセンサーを備えた12 の筋肉が制御している。」
  3. × 「ハエは他の筋肉と一緒に背中に３つの光センサーを持っている。」


