
PR (*Duplex-Flip on short Edge (Landscape)) 

Digital detox leads to better health and lifestyle 

ｈ 

dominate  支配する 

be addicted to  ～の中毒 

be glued to  釘付けになる 

dependence  依存する 

clarion calls  明快な呼びかけ 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

デジタルデバイスは近年私たちの生活をますます支配している// 私たちのほとんどでは

ないにしても、私たちの多くはそれらの中毒である// 新しい研究は非常に頻繁に現れる

/ 小さな画面をずっと見ることの心身の健康への危険性について// 子供たちは運動を

していない；/ 人々は自分の身体イメージを心配しているオンライン上でみる完璧な体

の部位から受ける圧力によって；/そして人々はネット犯罪者によっていじめられている// 

日本で 1000人の大人に行った研究で/研究者たちは 50パーセント近くの参加者が

スマートフォンに依存しているが、スマートフォンに依存していることに気づいていないことが

わかった//この研究は、デジタルデトックスが私たちの生活の一部になることを求める多く

の明確な要求の 1 つだ//デジタルデトックスの実践には、インターネットから離れて、リア

ルライフと呼ばれるものを楽しむことが含まれる//これには人々と顔を合わせて会話すると

いった過去の習慣が含まれる/そして日常のことを実世界でスクリーンを見ずに行うこと//

「デジタルデトックス日本」という組織が言った/「私たちはデトックスを触媒にしたいと思い

ます」/人々が端末からの付き合い方を考え直すために/十分な休息をとるための時間を

確保するために//人々は端末に頼りすぎないようにする必要がある/携帯電話依存症と

いう新しい現象を回避するために–携帯が手元に無いことへの恐怖症」//カイライプレウ

ィット心理学者は危険性を警告した/スマートフォンに依存しすぎていることの//彼女は

言った、「もしあなたが家や職場での責任を無視するなら/オンラインで費やす時間のせ

いで、/デジタルデトックスを考えるべきだ」と// 

Digital devices are increasingly dominating our lives these days.// Many, if 

not most of us are addicted to them.// New studies emerge with alarming 

frequency/ about the dangers to our physical and mental health of being 

glued to our small screens.// Children are not exercising;/ people are 

worrying about their body image because of online pressure from perfect 

body sites;/ and people are being bullied (or worse) by cyber-criminals.// In 

a study of 1,000 adults in Japan,/ researchers discovered that nearly 50 per 

cent of the participants were addicted to their smartphones, but were 

unaware of their smartphone dependence.// The study is one of many 

clarion calls for digital detox to become part of our lives.// The practice of 

digital detox involves switching off from the Internet/ to enjoy something 

called real life.// This involves the bygone custom of conversing with 

people face to face/ and doing everyday stuff in the physical world, without 

a screen.// The organization Digital Detox Japan said,/ “We want detox to 

be a catalyst/ for people to rethink their distance from their devices/…to set 

aside time to get ample rest.// People need to rely less on devices/ to avoid 

the new phenomenon of nomophobia – NO MObile PHOBIA.”// 

Psychologist Dr. Kia-Rai Prewitt warned of the dangers/ of being too 

absorbed in smartphones.// She wrote, “If you ignore responsibilities at 

home or work/ because of the amount of time you spend online,/ then 

consider a digital detox.”//              230 words       WPM 

《Linking Logic》 

ex.) most of us 

 

detox   毒物を排出する 

bygone   過去の 

catalyst   触媒 

phobia   恐怖症、きらい 

be absorbed in  依存する 
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