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PASSAGE ONE

日本：けんこう大国

日本は「(a) けんこう大国」とよく言われます。男の人も女の人も長生きですし、け

んこうについてのテレビばんぐみや新聞きじなどもよくあります。

ある大学が日本人にけんこうについて(b) アンケートをしました。四人に三人はけん

こうだと答えました。とくに、何才でも心はけんこうだと思っている人がたくさん

いました WHO (World Health Organisation) は、(i) 体も心もけんこうで、毎日の生活

がいいと思っている人をほんとうにけんこうだときめています。そして、この大学

がしらべたら、53%の日本人がWHOがきめた「けんこう」だとわかりました。

そのアンケートから、日本人はけんこうについての(c) じょうほうをテレビや新聞か

ら知っているのもわかりました。日本では毎日 (ii) のように、テレビで新しい食べ

物をしょうかいしたり、有名人が体にいい食べ物を食べてみたり、飲み物を飲んで

みたりして、たくさんのじょうほうでいっぱいです。最近では、インターネットで

もかんたんに、しらべられるようになりました。しかし、人々が一番信じているじ

ょうほうは、いしゃから聞いたことで88%、インターネットからは、半分の44% 

(iii) しかありませんでした。とくに、(d) 年を取った人たちの間では、インターネッ

トはあまり使われていませんでした。

けんこうについて考える (iv) とき、日本人の多くは「食べ物」を気にします。日本

人の(e) 会話は、80%が食べ物についてだという人もいます。そして、どの食べ物が

体のどこにいい (v) とか、はだがきれいになるとか、その食べ物がどうしていいの

か話したり聞いたりします。でも、けんこうのためには、食べ物に気をつけるだけ

でなく、体を動かすことも大切です。これからは、バランスのとれた食生活とてき

どな運動が心と体のけんこうのかぎだと思いませんか。
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もんだい　1
(a)～(e)のことばはどういう意味ですか。最も近いと思うものに○をつけなさい。

(a) けんこう

1 病気になること

2 元気なこと

3 おふろに入ること
 [1]

(b) アンケート

1 答える

2 思う

3 しつもんする
 [1]

(c) じょうほう

1 知ること

2 食べること

3 はしること
 [1]

(d) 年を取った

1 おじいさんやおばあさん

2 お父さんやお母さん

3 男の子や女の子
 [1]

(e) 会話

1 セレブレーション

2 アテンション

3 コミュニケーション
 [1]

 [Total: 5]
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もんだい　2
文中の (i) ～ (v) のひょうげんを使って、文を作りなさい。テキストと同じ文を書いてはいけ

ません｡

e.g. によると　：　天気よほうによると、あしたは雨だ。

(i) ．．．も　．．．も（ 5 行目） ................................................................................................

..............................................................................................................................................................[1]

(ii) のように（ 9 行目） .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................[1]

(iii) しか（ 14 行目） ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................[1]

(iv) とき（ 16 行目） ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................[1]

(v) とか（ 18 行目） ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................[1]

 [Total: 5]
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もんだい　3
テキストを読んで、下のしつもんに日本語で答えなさい。テキストの文とぜんぶ同じ文で答

えてはいけません。できるだけ自分の文で書いてください｡

(a) 日本が｢けんこう大国｣といわれる理由は何ですか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]

(b) 日本ではどのくらいの人が自分は体も心もけんこうだと思っていますか。

 ......................................................................................................................................................[1]

(c) WHOによると「けんこう」とは何ですか。

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[3]

(d)  テキストによると、日本人はどうやってけんこうについてしらべていますか。古いほう
ほうと新しいほうほうを書いてください。

古い： ..........................................................................................................................................[1]

新しい： ......................................................................................................................................[1]
 
(e) インターネットのからのじょうほうについて、テキストでは何と言っていますか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]
 
(f)  テキストによると、日本人は何について話すのが好きですか。それは、どうしてですか。

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[3]

(g) これから、私たちが気をつけなければならないことは、何だと言っていますか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]

 [Content: 15, Language: 5]

 [Total: 20]
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PASSAGE TWO

ふとりすぎにちゅうい！

毎日くだものややさいをとり、バランスのよい食事をすることは大切だと世界中で

言われています。とくに日本では、けんこうでいることも大事ですが、ルックスの

よさもけんこうと同じくらいに大事にされます。

日本ではけんこう的にやせていることは、ルックスや社会的にうけいれられるとい
 ほうりつ

う問題だけでなく『法律』です。新しい法律ではウエストのサイズまで決められま

した。日本はすでに、世界でも一番やせている人の多い国ですが、ふとっておなか 

が出たり、たくさんおさけを飲んだりタバコをすったり、コレステロールが高い

と、病気になるリスクが大きいからです。これらを『メタボ（Metabolic syndrome）』

とよび、日本人の間でよく聞かれることばになりました。

この法律は『メタボ』で病気になる人とその病気をなおすためにかかる国のお金を
 せ い ふ

へらすために政府が考えたものですが、いしゃやせんもん家全員が、さんせいとい

うわけではありません。この法律のために、やせすぎの人たちまでジムに行き始め

たり、やせるくすりを飲み始めたりするようになったからです。

東海大学の先生によると、十年前にくらべると日本人がとるカロリーはへってきて

いるそうです。日本ではふとりすぎの問題ではなくやせすぎのほうが問題になって

います。とくに、わかい女の人にその問題がみられます。

日本の会社では年に一回けんこうチェックをすることになっています。2015年まで

に、それぞれの会社で、ふとりすぎの社員の人数を25%以下にできなかった場合、

国にお金をはらわなければなりません。

 ばい

2020年までに、ヘルスケアのためのお金は二倍になると言われています。そのお金

をできるだけ少なくするためにも、せんもん家の中には、会社で『メタボ』をチェ

ックすることは大切だという意見の人もいます。
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もんだい　4
テキストを読んで、下のしつもんに日本語で答えなさい。テキストの文とぜんぶ同じ文で答
えてはいけません。できるだけ自分の文で書いてください。

(a) 日本では、けんこうでいることと同じくらい大切なことは何ですか。

 ......................................................................................................................................................[1]
               ほうりつ

(b) 新しい法律には、どんなことがふくまれましたか。

 ......................................................................................................................................................[1]
 

(c) 「メタボ」について説明してください。

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[3]
             ほうりつ

(d) 新しい法律の目的は、何ですか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]
                     ほうりつ

(e) この新しい法律の問題点は、何ですか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]
 
(f) 東海大学の先生によると

 (i) 日本の食生活は、どのようにかわってきていますか。

 ......................................................................................................................................................[1]

 (ii) そのことによって、どんな問題がおきていますか。

 ..........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................[2]
 
(g) (i) 2015年までに、日本の会社がしなければならないことは何ですか。

 ......................................................................................................................................................[1]

 (ii) もしそれができなかったら、どうなりますか。

 ......................................................................................................................................................[1]

(h)  せんもん家の中には、「メタボ」チェックにさんせいの人もいます。それは、どうして
ですか。

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Content: 15, Language: 5]

 [Total: 20]
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もんだい　5
下の二つの点について、げんこう用紙に日本語で 280 字ぐらいで書きなさい。

(a)  二つのテキストによると、日本はけんこうに関してどうして世界のトップにいますか。
また、どんな問題がありますか。 [10]

(b) テキストを読んで、あなたの食生活は何か変わると思いますか。 [5]

 [Content: 10(a) + 5(b), Language: 5]

 [Total: 20]
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