AP Japanese Language and Culture Unit 4: How Science and Technology Affect Our
Lives Practice Test

Passage 1
Now you will listen once to an excerpt of a talk about technology and society.
テクノロジーが社会に与える影響は、新しい現象でも、比較的最近の現象でもない。
「テクノロジー」という言葉は、単に、科学や知識の応用、ツールの作成、及び問題を
解決するためのツールの使用を意味するものである。 人々は、火を起こしたり水を貯
めたりするために使用した最初の道具から始まって、車輪や蒸気機関に至るまで、常に
技術に依存してきた。
それぞれの新しいテクノロジーが標準になるにつれて、人々はそのテクノロジーなし
では社会が同じように機能しないようになってしまうほど、信頼するようになった。
技術開発は社会の変化と相互に関連しているため、多くの人は、4 つの「社会革命」つ
まり、家畜化革命、農業革命、産業革命、情報革命は、技術の進歩に支えられたと考え
ている。
Now answer the questions for this selection.

1. According to the selection, what is the meaning of technology?
(A) It is a methodical way of gaining knowledge on a particular subject, through
observation and experiments.
(B) It puts scientific knowledge to work to solve problems, either by building
things or by finding new ways to do things.
(C) It is the study of structure and behavior of natural and physical world, to
create premises.
(D) It is to discover knowledge, determine causes of phenomena, and make
predictions.

2. Which of the following doesn’t belong to the “social revolutions” caused by
technological development?
(A) The agricultural revolution
(B) The industrial revolution
(C) The information revolution

(D) The physical revolution

3. Which is not an advantage of technology?
(A) Dependence on new technology
(B) Enhanced communication
(C) Better learning techniques
(D) Easy access to information

4. How did technology affect people’s lives in a positive way?
(A) There are lots of technical machines and devices which save our precious
time and work efficiently.
(B) Many people no longer experience real life events directly.
(C) It's become much harder to have personal privacy.
(D) People assume fake personas for the purposes of scamming and defrauding.

5. What tool do people use to solve a problem nowadays?
(A) A science
(B) A theory
(C) A technology
(D) A discovery

Passage 2
日本の公共交通機関は、その効率性と時間の正確さで高く評価されてる。 それによ
り、地元の人々も観光客も、日本のどこへでも簡単・便利に旅行することができる。
日本の主要都市のほとんどは、ＪＲグループが運営する高速鉄道網で結ばれている。
新幹線として知られる高速列車の速度は、時速３２０キロメートルである。
列車の運行は通常、午前５時頃から深夜０時頃まで行われ、３分から２０分ごとに往来
する。市内で最も人気のある観光スポットの多くは、地下鉄や地下鉄の駅から徒歩また
はバスで少し移動するだけの場所にある。
Now answer the questions for this selection.

6. What is the best transportation in Japan?
(A) Highway buses
(B) Bullet trains
(C) Bicycles
(D) Rental Cars
7. What makes Japan’s public transport best?
(A) Expensive
(B) Convenience
(C) Punctuality
(D) Cleanliness

8. Who runs the high-speed bullet train network in Japan?
(A) Japan Railways Group
(B) Tokyo Metro
(C) Keihin Electric Express Railway
(D) Keio Corporation

9. How many kilometers per hour can Japan’s bullet trains travel?
(A) 230 kph
(B) 330 kph
(C) 320 kph
(D) 220 kph

10. What time do trains in Japan start their operation?
(A) Around four in the morning
(B) Around six in the morning
(C) Around three in the morning
(D) Around five in the morning

Passage 3
Email Inbox
Read this set of emails.
送信者
Message #1

Akira Chan

件名
RE: 東京での移動手段

日付
2019 年 10 月 7 日

こんにちは。 東京での 5 日間の滞在中にいつでも利用できる最も便利
な交通手段を教えていただけませんでしょうか？ 多くの選択肢がある
ことは承知しておりますが、費用をかけることができません（予算が少
ない）。 ありがとう。
Message #2

George Smith
RE: ホテルの予約
2019 年 10 月 7 日
こんにちは。 ホテル龍名館を 10 月 15 日〜19 日で予約していますが、
11 月 5 日〜9 日に変更する必要があります。 手配していただけますで
しょうか。

Message #3

Kevin Decker
RE: ホテル予約の支援
2019 年 10 月９日
こんにちは。あなたのウェブサイトを拝見したところ、東京のホテル予
約を支援してくださることが分かりました。この件について、あなたの
サポートをお願いしたいと思います。東京の中心部にあるホテルで 5 人
部屋を探すのを手伝っていただけませんでしょうか

Message #4

Thomas Beane
RE: 返金
2019 年 10 月 10 日
こんにちは。 東京周遊 3 日間のツアーに参加しておりますが、急遽、
緊急の出張に行かなければならなくなりました。 参加をキャンセルし
ます。 返金は受けられますか。

Message #5

Beatrice Moore
RE: 旅行中の携帯電話の紛失
2019 年 10 月 10 日
こんにちは。 私は今朝、目的地 C のグループ参加していました。私は
携帯電話を紛失してしまったのですが、ツアーグループの誰かが、バス
の座席に携帯電話が残っているのを見つけ、運転手に渡したと言ってい
ました。運転手を見つけて電話を取り戻すのを手伝っていただけません
でしょうか。

Now answer the questions about the email inbox.

11. In Message #1, what kind of recommendation does the sender inquire to fit her
budget?
(A)
(B)
(C)
(D)

A restaurant
A transportation
A hotel
A destination

12. In Message #2, the sender wants to move his reservation to what date?
(A)
(B)
(C)
(D)

October 15-19
October 5-9
November 5-9
November 15-19

13. Which message asks for help to find the bus driver?
(A) Message #2
(B) Message #3
(C) Message #4
(D) Message #5
14. Where did the sender find out about hotel bookings assistance?
(A)
(B)
(C)
(D)

a website
a friend
a radio broadcast
a newspaper

15. In Message #4, why is the sender cancelling his 3-day tour around Tokyo?
(A)
(B)
(C)
(D)

he has an injury
he has an emergency business tour
he met a traffic accident
there is an upcoming typhoon

Answer Key:
1. B
2. D
3. A
4. A
5. C
6. B
7. C
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. A
15. B

