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⑴　（ １ ）～（ ３ ）に入れるのに最も適当なものを，次のア～エから選びなさい。
　ア．almost　　イ．many　　ウ．more　　エ．most

１（　　　　）　　２（　　　　）　　３（　　　　）

⑵　次の各文で，本文の内容と一致するものには○，一致しないものには×を書き入れなさい。
　１．1970 年のほうが 1997 年より日刊紙を読むアメリカ人は多かった。 （　　　　）
　２．アメリカの日刊紙は，主に大都市で発刊されている。 （　　　　）
　３．多くの人は，日刊紙をその日に起こったことを知るために買う。 （　　　　）
　４．アメリカの週刊紙は，日刊紙と比べて人気が上がってきている。 （　　　　）
　５．アメリカの週刊紙の多くは無料である。 （　　　　）
　６．アメリカの週刊紙の発行者は，編集者や記者を兼ねることが多い。 （　　　　）
　７．アメリカの週刊紙は，地域社会に密着したニュースを取り上げるので人気がある。 （　　　　）
　８．アメリカの週刊紙は，地域社会に密着したニュースを取り上げるので，広告収入がほとんど得られない。

（　　　　）
　９．South Shore Record紙は，毎週火曜日に，地元の高校やレストランなどで配られる。 （　　　　）
　10．アメリカの週刊紙には，芸能人の結婚などの記事が欠かせない。 （　　　　）

⑶　下線部A～Dを日本語に直しなさい。
　A　
　　　
　B　
　　　
　C　
　　　
　D　

　　　　　　　　次の文中の下線部を日本語に直しなさい。
　Considering how much time I’ve spent reading newspapers in my life, it’s amazing how little thought 

I’ve given to how a newspaper should be read.  There’s nothing I do so much of that I do so badly.  If I ate 

the dinner the way I read the newspaper, I’d be starting with dessert; if I read a book the way I read the 

newspaper, I’d be starting near the end, working forward and then jumping to the beginning.
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