LANDMARK English CommunicationⅡLesson9

AI and Our Future

３年＿＿組＿＿番 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
――――――――――――――――――――――― Part 1 ―-――――――――――――――-- 教科書 p.145

Essential POINTS
Idioms
① at the same time

訳

③ as early as A

訳

④ make a decision

訳

⑤ be limited to A

訳

⑥ keep on doing

訳

⑦ at ～ speed

訳

Key Sentences
① At the same time we are sometimes surprised to hear on the news that chess and shogi champions
were defeated by computers with AI.
► to hear は感情の原因を表す不定詞の副詞的用法で，ここでは「～を聞いて驚く」という意味。
► that は同格を表す。ここでは that 以降が the news の内容を説明している。
訳

②

It stands for “artificial intelligence” and literally means “intelligence created artificially with
advanced computers and software.”

► intelligence を created artificially の過去分詞句と with 以下の前置詞句が後ろから修飾している。
訳
Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

1. スマートフォンに関連してできること
＝ メールの 1 (

)ことができる。

2. カーナビに関連してできること
＝

2

(

)ことができる。

3. 冷蔵庫やエアコンに関連してできること
＝

3

(

)ことができる。

―――――――――――――――――― Part 2 ―――――――――――――――――-- 教科書 p.146
副

1. advance

動

2. rapidly

3. refer

動

4. complex

形

5. near

動

6. suppose

動

7. recognize

動

8. former

形

9. element

名

⇔ slowly

10.

動

characterize

⇔ 名 character

名

12. distinguish

動

13. naturally

副

14. importantly

副

15. once

接

16. sensor

名

11.
groundwork

Essential POINTS
Idioms
① refer to A

訳

④ distinguish A from B

訳

Key Sentences
② With this technology, AI is believed to be nearing the capacity of our brain and to work as if it were
a human brain.
► with は条件を表し，
「～があれば」という意味
► 〈as if + 仮定法過去〉は現在の事実とは異なる状況や空想を表し，
「まるで～のように」という意味。
訳

③ Without such groundwork, it could not distinguish a cat from other things by itself.
► without は条件を表し，
「～がなければ」という意味。
► 〈by oneself 〉は「自分で，独力で」という意味。
訳

⑤ This process is somewhat similar to the way (in which[that]) human children naturally learn what a
“cat” is.
► This process は前文で説明されている AI のディープラーニングの過程を表す。
► 省略されている in which または関係副詞 that 以下が the way を説明している。
► what a “cat” is の疑問詞節が learn の目的語となっている。
訳

Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。
ディープラーニングができる人工知

かつての人工知能
ネコに
関する
学習方法

1

(

能
)

を教える必要がある。

2(

)

があれば自分で学習できる。

――――――――――――――――― Part 3 ――――――――――――――――-- 教科書 p.148-149

1. automatic

形

2. traffic

形

3. mobile

形

4. anywhere

代

5. disease

名

6. marked

形

7. robot

名

8. nursing

名

9. medical

形

11. laborious
13. optimistic

形
→ 名 labor
形
⇔ pessimistic

10.

名

investigation

→ 動 investigate

12. activity
14. coin

名
→ 形 active
名

Essential POINTS
Idioms
① a lot

訳

④ in place of A

訳

⑤ spend A on B

訳

⑥ when it comes to A

訳

Key Sentences
② At present, various products with it are being developed.
► 前置詞句 with it は主語 various products を修飾している。
► are being developed は進行形の受動態で，「～されている（ところだ）
」という意味。
訳
③ “AI doctors” with huge amounts of data could instantly find diseases, which human doctors cannot
do.
► 非限定用法の関係代名詞節(,) which 以降は先行詞 diseases の補足説明をしている。
► do は find を受ける代動詞。
訳

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

Comprehension

AI によってもたらされるかもしれない利点
交通

1

により

2

により

コミュニケーショ
ン
医療

3

その他

人間が 4

に時間を費やすことができる。

――――――――――――――――― Part 4 ――――――――――――――――-- 教科書 p.150-151

1. consequently
3. existence

副
→ 名 consequence
名

2. threaten
4.

→ 動 exist

disadvantageous

動
→ 名 threat
形

5. alarming

形

6. reply

名

7. potentially

副

8. nuclear

形

9. weapon

名

10. terminator

名

11. describe

動

12. fictional

形
→ 名 fiction

Essential POINTS
Idioms
②

at ～ pace

訳

Key Sentences
Some say (that) if AI develops at the present pace, it is expected to exceed the human brain in

①

2045.
► say の目的語は(that) if AI develops ... in 2045 の名詞節で，名詞節中に従属節(if AI develops at the
present pace)と主節(it is ... in 2045)があるという構造。
► it は AI を指す。
訳

③

You might have seen the movie The Terminator.

► 〈助動詞+ have +過去分詞〉の形で過去のことについての推量を表す。〈might + have + 過去分詞〉は
過去のことについての現在の推量を表し，
「～したかもしれない，～だったかもしれない」という意味。
訳
④

Of course it is a fictional movie, but it could happen in the near future.

► could は未来の可能性・推量を表し，
「ひょっとしたら～かもしれない」という意味。
訳

Comprehension

次の質問に日本語で答えなさい。

1.「2045 年問題」とはどのようなものですか。

2. 筆者はどのような目的で「ターミネーター」という映画を紹介しているのでしょうか。

―――――――――――――――――――――― Part 5 ――――――――――――-- 教科書 p.152-153

1. indeed

副

3. welfare

名

5. negative

形
→ negative

2.
technological

形

4. closely

副

6. latest

形

8. apply

動

7. misery

名

9. avoid

動

10. beneficial

形

スティーヴン・ホーキング

12. physicist

名

13. overtake

動

14. goal

名

15. align

動

16. wisdom

名

11. Stephen
Hawking

Essential POINTS
Idioms
①

apply A to B

訳

③

at some point

訳

⑤

be aligned with A

訳

Key Sentences
②

What is important is that not only the experts but also the rest of us should pay careful attention
to its development.

► what は先行詞を含む関係代名詞で，what is important が文の中で主語になっている。
► 〈not only A but also B〉は「A だけでなく B も」という意味で，that 節の中で主語になっている。
訳
④

When that happens, we need to make sure the computers have goals aligned with ours ...

► 〈make sure (that) ～ 〉は「確実に～するようにする」という意味。
► goals を aligned with ours の過去分詞句が後ろから修飾している。
訳
⑥

Our future is a race between the growing power of technology and the wisdom with which we use
it.”

► with which 以下の関係詞節が先行詞 the wisdom を説明している。we use it with the wisdom の文を
考えるとよい。
訳

Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

We need to be careful about

1

development when we think about our future with AI.

as well as technological
Also, both the experts and

2

have to pay attention to AI’s development. Dr. Stephen Hawking says that it is important to make the
computers 3
our goals.
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Answer the questions in English.
1. What does AI stand for?
_______________________________________________________
2. Give two items using AI.
_______________________________________________________
3. What technology has made AI advance so rapidly?
_______________________________________________________
4. How does AI with “Deep Learning” learn?
_______________________________________________________
5. What may AI recognize in the near future?
_______________________________________________________
6. Give three examples that AI will make our lives more comfortable.
_______________________________________________________
7. What will AI robots do in place of humans in the future?
_______________________________________________________
8. Should we really be so optimistic?
_______________________________________________________
9. What is likely to happen if AI continues to spread into various industries?
_______________________________________________________
10. What is expected to happen in 2045?
_______________________________________________________
11. What kind of future does the movie The Terminator describe?
________________________________________________________
12. Give one example of the negative effects of the technology.
________________________________________________________
13. As we can no longer stop the development of AI, what should we do?
_________________________________________________________________
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AI and Our Future

4. 人工的に

5. ソフトウェア

Answer

Part 1
1. チェス

2. 人工の

8. ～を獲得する
14. 操作
Idioms

3. 知能

9. 決定

15. エアコン

10. 迷惑メール
16. 冷蔵庫

③ 早くも A に

① 同時に

11. ～を分類する

17. 能力

6. 親しみのある
12. フォルダ

7. 電子機器

13. (車の)誘導

18. 使い方

④ 決定（決心）する

⑤ A に制限する ⑥ ～し続ける

⑦ ～の速さで

Key Sentences
① 同時に，チェスや将棋の王者が人工知能を持ったコンピュータに敗北したというニュースを聞いて驚かされること
もあります。
② それ(AI)とは「人工知能」を表し，文字通り「進歩したコンピュータとソフトウェアを伴う人工的に作り出された
知能」を意味します。
Comprehension（解答例）
1. 迷惑メールを見つけ，別のフォルダに仕分ける

2. 次の目的地までの最短ルートを見つける 3. 理想の温度を保つ

Part 2
1. 進歩する
8. 以前の

2. 急速に
9. 要素

10. ～を特徴付ける

15. ひとたび～すれば
Idioms

3. （～を）参照する

4. 複雑な

11. 基礎，土台

5. ～に近づく

6. ～だと仮定する 7. ～を認識する

12. ～を区別する 13. 自然に

14. 大切に

16. 感知器

① A を参照する

④ A と B を区別する

Key Sentences
② この技術があれば，AI は人間の脳の能力に近づき，あたかも人間の脳のように働くと信じられています。
③ そのような基礎作業なしでは，AI は自身でネコと他のものを区別することが出来ませんでした。
⑤ この過程は，人間の子どもが自然と「ネコ」とはどういうものかを学ぶ方法といくぶん似ています。
Comprehension（解答例）1. ネコを特徴づける要素

2. ネコについて多くの情報

Part 3
1. 自動の

2. 交通

3. 移動式の，携帯できる

7. ロボット

8. 看護

9. 医学の

Idioms

① とても

Key Sentences

10. 調査

④ A の代わりに

4. どこで[へ]でも

11. 骨の折れる

⑤ A を B に費やす

5. 病気

12. 活動

6. 特徴的な

13. 楽観的な

14. 硬貨，コイン

⑥ A（のこと）になると

② 現在，さまざまな AI を搭載した様々な製品が開発されています。

③ 莫大な量のデータを持つ「AI ドクター」は人間の医師には発見できない病気を瞬時に見つけるかもしれません。
Comprehension（解答例）
1. 自動運転，交通事故が減る。
2. 自動翻訳，世界中どこにおいてもコミュニケーションをとることができる。
3. 人間の医師には発見できない病気を瞬時に見つけてくれる。

4. 創造的活動

Part 4
1. 結果的に

2. ～を脅かす

8. 核の

9. 武器

Idioms

② ～の速さで

3. 存在

4. 不利に働く

10. 終わらせる人[もの]

11. ～を描く

5. 警告的な

6. 回答

7. 潜在的に

12. 作りごとの

Key Sentences
① もし AI が現在のペースで発達すれば，AI は 2045 年に人間の脳を超えると予想されていると言う人もいます。
Lesson 10 11

③ あなたは「ターミネーター」という映画を見たことがあるかもしれません。
④ もちろん，それは作りごとの映画ですが，ひょっとすると近い将来そのようなことが起こるかもしれません。
Comprehension（解答例）1. 2045 年に，人工知能が人間の脳を超えると予測されていること。
2. 人工知能が人間に被害を与え始める未来の可能性を提示するため。

Part 5
1. 実際

2. 技術的な

9. ～を避ける
Idioms

3. 幸福

10. 役に立つ

① A を B に適用する

Key Sentences

4. 綿密に

5. 負の

12. 物理学者

6. 最新の

13. ～を引き継ぐ

③ ある時点で

7. 悲劇
14. 目標

8. ～を適用する
15. 適合する 16. 知恵

⑤ A に適合する

② 大切なのは，専門家だけでなく私たちすべてが AI の発達に細心の注意を払うべきだということ

です。
④ それが起こるとき，コンピュータが私たちに適合する目的を持つことを確かにする必要があります。
⑥ 私たちの未来は技術の増大する力とそれを使う私たちの知恵との競争なのです。
Comprehension（解答例）1. negative effects

2. the rest of us

3. have goals aligned with

Question

1. What does AI stand for? (ll.4-5) ―It stands for “artificial intelligence.”
2. Give two items using AI. (ll.11-12) ―They are smartphones and home electronics.
3. What technology has made AI advance so rapidly? (ll.1-2)
―The technology of “Deep Learning” has.
4. How does AI with “Deep Learning” learn? (ll.11-12) ―It learns on its own.
5. What may AI recognize in the near future? (ll.19-20)
―It may (even) recognize the sounds and the feel of a cat through sensors.
6. Give three examples that AI will make our lives more comfortable. (ll.3-8)
―They are automatic driving, mobile translation machines, and “AI doctors” (with huge amounts of data).
7. What will AI robots do in place of humans in the future? (ll.5-6)
―They will do laborious, boring, and dangerous work in place of humans.
8. Should we really be so optimistic? (ll.11-12) ―No, we shouldn’t.
9. What is likely to happen if AI continues to spread into various industries? (ll.2-3)
―It is likely to take the place of humans.
10. What is expected to happen in 2045? (l.8) ―AI is expected to exceed the human brain.
11. What kind of future does the movie The Terminator describe? (ll.2-5)
―It describes a future in which an advanced AI system suddenly starts to destroy humans.
12. Give one example of the negative effects of the technology. (ll.5-6)
―The latest technology is often used in wars and causes so much misery.
13. As we can no longer stop the development of AI, what should we do? (ll.4-5)
―We should pay careful attention to its development.
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Bhutan: a Happy Country

３年＿＿組＿＿番 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
――――――――――――――――――― Part 1 ――--―――――――――――――――――-- 教科書 p.161

名

1. value

動

2. fame

3. unprecedented

形

4. disaster

名

6. royal

形

5. Jigme Khesar
Namgyel
Wangchuck

ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワ
ンチュク

7. devastated

形

9. happiness

名

→ 形 famous

8. encouragement 名
10. notion

名

Essential POINTS
Idioms
①

be hit by A

訳

②

come to do

訳

④

come face to face with A

訳

Key Sentences
We may not know what is really important until we come face to face with disaster.

③

► 〈not ～ until …〉 は「…するまで～しない，～して初めて…する」という意味。
訳
The royal couple visited the devastated areas in Tohoku and (they) offered their encouragement to

⑤

the people, especially children.
► visited と offered が and で結ばれて，offered の直前には they( =the royal couple)が省略されている。
訳
Their warm smiles reminded many Japanese of happiness, a notion that had been almost forgotten

⑥

after the earthquake.
► happiness と a notion は同格で，
「～（された）概念である幸福」という意味。
► that 以下の関係代名詞節が先行詞 a notion を説明している。
訳
Comprehension

次の文が本文の内容に合っていれば T を，誤っていれば F を（ ）内に書きなさい。

1. There may be some important things that we can understand only after we experience disasters.
（

）

2. The Bhutanese king encouraged many Japanese people in order to visit the areas hit by the Great
East Japan Earthquake.

（
Lesson 10

）
11

3. Thanks to the Bhutanese king, many Japanese people who had suffered after the earthquake could
feel happiness again.

（

）

――――――――――――――――――― Part 2 ―――――――――――――――-- 教科書 p.162-163

1. locate

動
→ 名 location

2. Himalayas

ヒマラヤ山脈

4. crowd

名

3. Thimphu

ティンプー

5. jam

名

7. Buddhism

仏教

9. participate

動

10. nonsmoking 形

11. gross

形

12. income

13. certainly

副

15. wealthy

形

6.
approximately
8. clothing

14.
economically

副
名

名
副

Essential POINTS
Idioms
②

far from A

訳

③

participate in A

訳

Key Sentences
①

Having no traffic lights even in its capital city Thimphu, it is a quiet country far from crowds and
traffic jams.

► Having は分詞構文で付帯状況を表す。主節の主語 it は Bhutan を指す。
► its capital city と Thimphu は同格で，
「首都ティンプー」という意味。
訳
④

Television and the Internet were introduced in 1999, but it was not until 2003 that people could use
cellphones.

► 〈It is ～ that …〉は「…なのは～だ」という意味で，it is と that の間にある名詞（句・節）や副詞（句・
節）などを強調するために用いられる。ここでは，people could not use cellphones until 2003 の not
until 2003 が強調されている。
訳

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

Comprehension
【About Bhutan】

1

Capital city

(

)

Population

中国とインドの間。2 (

Location
Transportation
Traditional clothing

)に囲まれている。

信号機がなく，人込みや 3 (
男性：4 (

75 万人

)がない。

) / 女性：5 (

1974 年：6 (

)

)政策の取りやめ。

1999 年：テレビ・インターネット導入。
History

2003 年：7 (

)を使うことができるようにな

る。
GNI per person

日本の 8 (

)分の 1。

――――――――――――――――――― Part 3 ―――――――――――――――-- 教科書 p.164-165

1. concept

名

3. Singye

シンゲ

5. mention

動

6. spiritual

形

7. richness

名

8. wealth

名

9. restoration
11.
necessarily

predecessor

12.

副

15.

名

North-South
14. poverty

→ 動 destroy

17. intend

動

19.

名

ブータン人
名

10. community 名

→ 動 restore

名

constitution

4.

名

13. divide

destruction

2. Bhutanese

南北（間）の
名
→ 形 poor

16. blindly

副

18. modernize

動

→ 動 constitute

Essential POINTS
Idioms
②

aim at doing

訳

⑤

intend to do

訳
Lesson 10
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Key Sentences
It is the concept of GNH (Gross National Happiness) that makes a lot of Bhutanese feel happy.

①

► 〈It is ~ that …〉の強調構文の形で，ここでは，the concept of GNH makes a lot of Bhutanese feel happy
の the concept of GNH が強調されている。
訳
As a result, the country reached the conclusion that economic development does not necessarily

③

lead to happiness.
► that は同格を表す。ここでは that 以降が the conclusion の内容を説明している。
訳
It intended to modernize its society slowly while (it was)preserving the natural environment and

④

traditional culture to increase spiritual richness.
► 時・条件・譲歩を表す副詞節中で，〈主語+be 動詞〉を省略することがある。ここでは while の後ろの
it was が省略されている。
訳

Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

Bhutan thought that
2

(

1

(

4

(

1

(

) is more important than

) for their happiness .

On their perspective, in order to increase

), it was necessary to preserve
).

3

(

) and

Bhutan decided to take a different route from the one many other

countries took in order to gain happiness.

――――――――――――――――― Part 4 ―――――――――――――――-- 教科書 p.166-167
1. pillar
3. conserve

名
動
→ 名 conservation

2. promotion

名
→ 動 promote

4. supply

名

5. water-power

形

6. environmentally

副

7. preservation

名

8. cultural

形

9. occasion

名

10. architecture

名

名

12. governance

名

14. directly

副

11. establishment
13. benefit
15. educational

名
→ 形 beneficial
形

Essential POINTS
Idioms
② as follows

訳

④ for the benefit of A

訳

⑤ speak to A

訳

Key Sentences
① The Bhutanese government has carried out its GNH-based policy, which has four pillars as follows.
► 非限定用法の関係代名詞節(,) which 以降が先行詞 its GNH-based policy を補足説明している。
訳
③ the country intends to modernize its agricultural industry, in which 80％ of the Bhutanese people
are engaged.
► (,) in which 以下の非限定用法の関係代名詞節が先行詞 its agricultural industry を補足説明している。
〈be engaged in A〉
「A に従事する，携わる」の in が関係代名詞の前に出て in which という形になって
いる。
訳

Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。

【ブータンの 4 つの柱】
1

1(

)発展の促進

2

3(

)の保護

6(

)の保存と

3

4

・国土の 60％以上の 4 (

促進
優れた
確立

国民の 80％が従事する農産業の 2 (

(

)の

)の保護。

・5 (

)発電。

・7 (

)で伝統衣装の着用。

・あらゆる建物は 8 (
・子どもたちに 9 (

10

)。

)を尊重。
)の価値を数える。

・国王と政治家は国民の 11 (

)のために働く。

・国民は国王に直接話しかけることができる。
・12 (

)と教育を 13 (

)で提供。

――――――――――――――――― Part 5 ――――――――――――-- 教科書 p.168-169

1. sociologist

名

2. Buddhist

仏教（徒）の

3. interaction

名

4. inflow

名

5. arise

動

6. absorb

動

7. miniskirt

名

8. essence

名
→ 形 essential

Essential POINTS
Idioms
② put a high[low] value on A 訳
③ value A over[above] B

訳

⑤ absorb oneself in A

訳

⑥ hold on to A

訳

Key Sentences
① People help each other when (they are) in trouble.
► 副詞節中は〈主語+be 動詞〉が省略されることがある。ここでは when の後ろの they are が省略されて
いる。
訳
④ Influenced by TV and the Internet, young people have started to absorb themselves in foreign dance
and music and have begun wearing jeans and miniskirts.
► Influenced は過去分詞の分詞構文で理由を表す。
前に Having been が省略されており，
As they have been
influenced by TV and the Internet でも同じような意味を表すことができる。
► 現在完了形の〈have started ... dance and music〉と〈have begun wearing jeans and miniskirts〉が
and で結ばれている。have started, have begun はそれぞれ現在完了形で，完了・結果を表す。
訳

Comprehension

本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。
・ They

happy

when

they

1(

The Bhutanese view of
happiness

feel

have

strong

bonds

with

).

・They feel happiest when they are
2(

).

・Bhutan has a problem of 3(

) because more and

more people live in the cities.

The influence of

modernization in Bhutan ・ Because of TV and the Internet, young people came to like
4(

) and begun 5(

).

Question
1. After the Great East Japan Earthquake, what did many people come to realize?
____________________________________________________________________________
2. What did the king and queen of Bhutan remind many Japanese of?
____________________________________________________________________________
3. Where is Bhutan located?
____________________________________________________________________________
4. What did Bhutan do in 1974?
____________________________________________________________________________
5. What do many citizens of Bhutan say about themselves?
____________________________________________________________________________
6. What makes a lot of Bhutanese feel happy?
_____________________________________________________________________________
7. After Bhutan studied the experience and models of advanced countries, what did it decide to avoid?
_____________________________________________________________________________
8. How many pillars does the Bhutanese GNH-based policy have?
_____________________________________________________________________________
9. What do the Bhutanese find under the GNH-based policies?
______________________________________________________________________________
10. What do Bhutanese people believe?
______________________________________________________________________________
11. Influenced by TV and the Internet, has the essence of Bhutanese society changed?
_______________________________________________________________________________

Lesson 10 Bhutan: A Happy Country Answer
Part 1
1. 価値を置く 2. 名声 3. 前例のない，未曽有の 4. 災害 6. 国王の，王室の 7. 荒廃した，被災した
8. 激励，励まし 9. 幸福 10. 概念
Idioms ① A に襲われる ② ～するようになる ④ Ａと向き合う
Key Sentences
③ 私たちは災害と向き合うまで，何が本当に大切なのかわからないのかもしれません。
⑤ 国王夫妻は東北の被災地を訪れ，人々を，特に子どもたちを励ましました。
⑥ 彼らの温かな笑顔は，震災後ほとんど忘れられていた概念である幸福を多くの日本人に思い出させてくれました。
Comprehension

1. T

2. F

3. T

Part 2
1. 位置する 4. 人込み 5. 込み合い 6. およそ

8. 衣装 9. 参加する 10. 禁煙の 11. 総計の 12. 所得 13.

確かに 14. 経済的に 15. 裕福な
Idioms ② A とはかけ離れた ③ A に参加する
Key Sentences
① 首都ティンプーにさえ信号機は 1 台もなく，人込みや交通渋滞とはかけ離れた静かな国です。
④ テレビとインターネットは 1999 年に導入されましたが，人々が携帯電話を使うことができたのは 2003 年になってか
らでした。
Comprehension（解答例）
1. ティンプー 2. ヒマラヤ山脈 3. 交通渋滞 4. ゴ 5. キラ 6. 鎖国 7. 携帯電話 8. 20

Part 3
1. 概念，考え方

4. 前任者 5. 言及する 6. 精神的な 7. 豊かさ 8. 富 9. 復活，復興 10. 共同体，社会

11. 〈not ～〉 必ずしも～ない 13. 隔たり，格差 14. 貧困 15. 破壊 16. やみくもに
17. 〈～ to do〉 …するつもりである 18. ～を近代化する 19. 憲法
Idioms ② ～することを目指す ⑤ ～するつもりである
Key Sentences
① 多くのブータン人に幸福だと感じさせているのは GNH（国民総幸福量）という考え方です。
③ その結果，その国は，経済の発展は必ずしも幸福につながらないという結論に達しました。
④ ブ ー タン は精 神 的な豊 か さを 高 めて くれ る自然 環 境や 伝 統文 化を 保存し な がら ，社 会 をゆ っくり と 近代
化 す るつ も りで した 。
Comprehension（解答例）
1. spiritual richness 2. material wealth 3. the natural environment 4. traditional culture

Part 4
1. 柱 2. 促進 3. ～を保護する 4. 供給 5. 水力の 6. 環境的に 7. 保存 8. 文化的な 9. 行事 10. 建築 11.
確立 12. 統治 13. 利益 14. 直接に 15. 教育の
Idioms ② 以下のとおり ④ A の（利益の）ために ⑤ A に話しかける
Key Sentences
① ブータン政府は GNH に 基 づく 政 策を 実行 してい ま すが ， それ には 以下の と おり 4 つ の柱 が ありま す 。
③ 当 国 は農 産業 を 近代 化 す る こ と を 意 図 す る 。 そ れ に は ブ ー タ ン 国 民 の 80 パ ー セ ン ト が 従 事 し て い る 。
Comprehension（解答例）

1. 持続可能な 2. 近代化 3. 自然環境 4. 森林地域 5. 水力 6. 文化的価値 7. 公式行事
8. 伝統建築 9. 伝統文化 10. 統治 11. 利益 12. 医療 13. 無償

Part 5
1. 社会学者 3. ふれあい 4. 流入 5. 生じる 6. ～を夢中にさせる 7. ミニスカート 8. 本質
Idioms ② A を重視［軽視］する ③ B よりも A を尊重する，重視する
⑤ A に夢中になる ⑥ A を保ち続ける，失わずにいる
Key Sentences
① 人 々 は困 った と きに互 い に助 け 合 い ます 。
④ テ レ ビや イン タ ーネッ ト の影 響 を受 けて ，若者 た ちは 外 国の ダン スや音 楽 に夢 中 にな り始 め，ジ ー ンズ
や ミ ニス カ ート を着 用し始 め まし た 。
Comprehension（解答例） 1. others at home and work 2. with their family 3. unemployment
4. foreign dance and music 5. wearing jeans and miniskirts

Question
1. After the Great East Japan Earthquake, what did many people come to realize? (ll.8-9)
―They came to realize that close friends and family are more important than money and fame.
2. What did the king and queen of Bhutan remind many Japanese of? (ll.18-21)
―(They reminded them of) Happiness(, a notion that had been almost forgotten after the earthquake).
3. Where is Bhutan located? (ll.1-2)
―It is located between China and India and surrounded by the Himalayas.
4. What did Bhutan do in 1974? (ll.10-13)
―It stopped its policy of isolation and began participating in international society.
5. What do many citizens of Bhutan say about themselves? (ll.4-5)
―They say that they are happy.
6. What makes a lot of Bhutanese feel happy? (ll.1-2)
―The concept of GNH does.
7. After Bhutan studied the experience and models of advanced countries, what did it decide to avoid? (ll.10-11)
―It decided to avoid developing its economy blindly.
8. How many pillars does the Bhutanese GNH-based policy have? (ll.1-2)
―(It has) Four pillars.
9. What do the Bhutanese find under the GNH-based policies? (ll.11-13)
―They find (their) happiness.
10. What do Bhutanese people believe? (ll.8-10)
―They believe that their happiest moments are experienced when they are with their family.
11. Influenced by TV and the Internet, has the essence of Bhutanese society changed? (ll.6-8)
―No, it hasn’t.

