
総合英語（６）⑥ 予習課題 

To 不定詞形容詞用法，分詞形容詞用法 

１ 次の英語を訳しなさい。 

(1) “The Tokyo 2020 Olympics will also be a fantastic opportunity to demonstrate to the 

world how a city can use new technologies for the health and well-being of its residents to 

ensure universal accessibility.” 

                                                                                   

                                                                                    

 

(2) Now they can move further away because they have means to get to work.  

                                                                                   

 

(3) The athletes would visit the students at their school and it would be a great way to 

promote communication. 

                                                                                   

 

(4) Organizers expect the plan to produce a wide range of practical benefits, taking in 

everything from equipping Tokyo to deal with an aging society, and using materials recycled 

from discarded smartphones to make the medals． 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

 

(5) "The luge track started with a ¥2.5 billion price tag and ended up costing four times as 

much," said Masao Ezawa, a Nagano craftsman who led a local grass-roots movement 

opposing the 1998 Games.  

                                                                                   

                                                                                    

 

(6) The 2012 London Games helped regenerate an area of the city that had long been 

neglected, but the number of people in England taking part in sports has declined over the 

past four years and childhood obesity rates continue to rise. 

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   



総合英語（６）⑥  

２ 次の文の下線部を英語にしましょう。（誤審のスポーツ史⑧－3） 

死にゆく「ノーサイド」の精神(3/3) 

南アフリカ出身のジュペールは前大会の決勝で審判を務めるなど、世界でもトップクラスの審判

員だ。よくある「誤審」で、なぜ彼だけが首をさらされなければならなかったのか。開催国がラグビ

ーの発祥地イングランドであり、スコットランドがその隣国だったことが影響しているとしか思えな

い。準々決勝では、スコットランドと並ぶ準地元のウェールズ、アイルランドが次々と敗れ去り、ス

コットランドは英国チームということだけでなく、北半球の最後の砦でもあった。それだけに英メディ

アや国民の怒りがなかなか収まらず、つい感情的になってしまったためではないか。 

 また、上流階級のスポーツだったラグビーはもともと排他的な一面がある。日本が南アフリカ戦、

スコットランド戦と、中３日で強豪国と続けてぶつかるというあまりに過酷な日程を組まれるなど、

下位国ほど厳しい日程を押しっけられる。たびたび指摘されてきたことだが、ラグビー界ではジャ

ッジ等も含め、ありとあらゆる面で伝統国や強豪国が優遇されるという悪しき風習がある。今回の

誤審を認めた背景には、そんな歪んだ構造もあったのだろう。 

いずれにせよ、今回の誤審騒動は、ラグビー文化を根底から覆しかねない出来事だったと言っ

てもいいかもしれない。「最後のアマチュアスポーツ」とも呼ばれるラグビーは、勝ち負けよりも、立

派に戦うことを重んじるという甘美な文化があった。しかし、オリンピックがそうだったように、大会

が大きくなればなるほど商業主義に浸食され、きれい事だけでは済まなくなる。遅かれ早かれ、選

手サイドが映像判定をリクエストする「チャレンジ制度」等のテクノロジー文化を受け入れざるを得

なくなるのではないか。ラグビーの精神性を犠牲にしてでも、だ。それが時代の趨勢とも言える。 

 最後に強調しておきたいことがある。ジュペールの判定に関し、スコットランドラグビー連盟は、

何の抗議もしていない。騒動が起きたのは、ピッチの中ではなく、あくまでも外だった。 

 

① 開催国  ⑥ アマチュア  

② 発祥地  ⑦ 商業主義  

③ 北半球  ⑧ リクエスト  

④ 排他的  ⑨ テクノロジー  

⑤ 強豪  ⑩ ピッチ  
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３ 次の英文を読んで，理解したことを 3 点書きましょう。 

Are You Getting Enough Sleep? （「健康と睡眠の関係」）(2/3) 

 
The study shows that the immune system works best when the body gets enough sleep. 

For the study, Dr. Watson and his team examined 11 pairs of identical twins. This is an 

important difference from other sleep studies. Other research did not study identical twins. 

The identical twins, however, had different sleep patterns. Researchers found that the twin 

who slept less had a weaker immune system. They claim that their study showed for the first 

time that a long-term lack of sleep shuts down the immune system and parts that move 

white blood cells around the body are affected. White blood cells fight infection in the body. 

In short, sleep is vital to “overall health and well-being,” especially to human immune 

health. 

 

How much sleep is enough?  

To stay in good health, experts at the Mayo Clinic suggest that adults should get seven to 

eight hours of sleep. Teenagers need nine to 10 hours. And school-aged children may need 

more than 10 hours of sleep a night. More interestingly, the quality and quantity of our sleep 

becomes poorer as we age. This happens because brain circuits that control sleep slowly 

begin to weaken. 

Experts explain that the process begins in our 30s. By the time we reach our 50s, the 

average person has lost 50 percent of their ability to have a restful sleep. These people also 

have trouble falling asleep and staying asleep through the night. From middle age on, these 

problems only get worse and they can affect our health. (continued) 
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(2)                                        
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