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１【解答】 

問 1 ④   問 2 ③   問 3 ④   問 4 ②   問 5 ③  問 6 ①   問 7 ②   問 8 ③   問 9 ②   問 10 ④ 

 

【解説】 

問 1   「このスーツケースを私の新しい部屋の 2階まで

持ってあがるのを手伝ってもらえませんか。」give A  a 

hand (doing ～  / with ～)で「（～するのに）Aに手を

貸す」という意味になる。 

問 2   「学校の遠足が中止になって本当に良かったです。

実は私は遠足に参加したくないからです。」“感情の形容

詞”＋(that) S’ V’ ～という構造で、感情の原因を表すこ

とに注意。遠足が好きではない人は、遠足が中止された

ら嬉しいはずであるから、call off「中止する」となる③

が正解。 

問 3   「人間の脳は過去の経験を考慮に入れながら情報

を分析し、必要な調整や動きを始める。」take  A  into 

accountで「Aを斟酌する；考慮に入れる」という意味

のイディオムである。 

問 4   「メアリーは掃除が好きではないので、彼女の部

屋のキッチンと浴室は数か月間掃除されていない。それ

らの部屋は本当に気分が悪くなる。」①shocked や③

embarrassed なら、「ショック・当惑を与えられる」側

が主語のはずなので、不適。「掃除がされていない部屋」

は②disgusting「嫌悪感を与える」側か、④confusing

「混乱を与える」側かを考えると、②が適しているとわ

かる。 

問 5   「ドリーという羊が乳腺細胞からクローンとして

作られて以来、17 年が経つ。そして今科学者は人間の

皮膚細胞から初めての胚性幹細胞系を作り出そうとし

て同技術を応用している。」It  is  [has  been]  A  (=年月) 

since ～で「～して以来 A 経つ」という非人称の it を

用いた構造である。 

問 6   「喘息の症状がうまく管理された生徒と比べて、

うまく喘息が抑制されていない子供は学業成績が悪い」

と担当の教員は報告している。うまく喘息が抑止できて

いる子供とそうでない子供を比較していることから、①

compared to「～と比較すると」が正解。 

問 7   「日本人の女友達に、もし結婚したら仕事を辞め

るかと尋ねてみた時、夫が望むだろうから、おそらくや

辞めるだろうと彼女が答えた。」because節の中は、「彼

女の夫は彼女が仕事をやめることを望むだろう」という

内容なので、because her husband would want her  to 

quit her jobが元の形であるが、この to不定詞以降は繰

り返しにあたるので、代不定詞化され、because  her 

husband would want her toとなった②が正解。 

問 8   「グリーン先生は全ての生徒に優しく友好的なの

で、この学校の全生徒に好かれている。実際にこの理由

は彼女が 20年も教鞭を取ってきたことによるものだ。」

①や②のように、“部分 A of 全体 B”「Bのうちの A」

という形で部分の ofを用いた場合、全体 Bには必ず定

冠詞や所有格など限定表現が必要である。each  and 

every＋単数名詞で「全部；残らず」という意味になる。 

問 9   「心臓を健康的に保つには、早足での散歩はラン

ニングと同じくらい良い。アメリカ人の半分以下しか政

府の推奨する週に2.5時間の中適度から強度の有酸素運

動を満たしていないことを考慮に入れると、この知らせ

は励みとなる。」considering (that) ～「～を考慮に入れ

ると」という形で前後の二文をつなげる。 

問 10   「ハムレットはホレイショーとマーセラスに警

告している。幽霊について秘密にしておくことを彼らに

誓わせるなかで、たとえおかしく奇妙なふるまいをしよ

うとも、何かを知っているようなことをほのめかすこと

すらしてはいけないとハムレットは付け加えた。」not 

so much as Vで「Vすらしない」という意味の表現で

ある。 

 

 

 



2014 埼玉医科大学 前期 英語                                         
 

2 
 

２【解答】 

問 11 ④   問 12 ①   問 13 ③   問 14 ④   問 15 ③  問 16 ④   問 17 ①   問 18 ③   問 19 ②   問 20 ① 

 

問 11    A「君は長時間運転してるよね。疲れたら運転

を交代するよ。声を掛けてね。」    B「ありがとう。今

は大丈夫だよ。」選択肢はそれぞれ、①make  it  count

は「今を大切に」、②get  it outは「打ち明ける」、③

have done itは「もう終えてしまった」、④let me know

は「知らせてね」という意味である。文脈に合うのは、

④である。 

問 12    A「土曜日の初めての会合で、打ち解けるため

に使える面白そうなゲームなら何でもいいんだけど、何

か知らない？」    B「もちろん、知ってるよ。面白そう

なゲームを網羅した本を持ってるから。」Bのセリフの

I have a whole book of themから、答えは「知っている」

という内容にしぼられる。Do  you ～?と聞かれている

ため、④Yes  I  am.ではおかしいことと、否定的な内容

の②は不適であること、③の「準備しておくよ」ではそ

の次のセリフと合わないことを考え合わせると、①の I 

sure doが正解。なお、sureは会話文・口語調で副詞と

して「もちろん」という意味を表す。 

問 13    A「あなたが夏休みの間、誰が家の世話をする

のですか。」    B「それをしてくれる大学生が 2. 3人い

るのです。」能動態の take care of ～か look after ～を

利用する。未来のことを述べているので、③が正解。 

問 14    A「あのサイレン近づいてきているのが聞こえ

ますか。後ろから救急車が来ています。」    B「ああ、

ありがとう。すぐに路肩に寄せて止まった方が良さそう

だね。」救急車が後ろから近づいてきているという内容

を踏まえると、pull overという「路肩（脇）に寄せる」

が最適である。 

問 15    A「今日の午後、ハイストリートにあるオフィ

スまで、小包をいくつか届けるのは可能ですか。」    B

「もちろんです。早めにその小包の配送をご希望なら、

すぐに送ってもらっても構いませんよ。」「～すること

は可能ですか」となるように、形式主語 it is possible to 

V ～を疑問文化した、Would it be possible to V ～が正

解。なお、この would は仮定法により丁寧さを表して

いる。 

問 16    A「ここに来て、少し手伝ってもらえますか。

少し話したいことがあるのです。来週両親が来る予定な

ので、ここをきれいにしておきたいのです。」    B「今

は忙しいのです。ご両親が来られる前の夜にきれいに掃

除するのはどうですか。」今は忙しいから、A の両親

が来る前の晩はどうかと予定の日にちの変更を申し出

る形にする。この意味になるのは、④のみである。なお、

clean downで「（家や窓などを」くまなく掃除する）

という意味であるが、今回はこのイディオムの意味を正

確に知らなくとも解くことができる。 

問 17    A「あなたがどれだけ体重を落としたか、見て

びっくりです。本当に痩せてしまっています。どこでト

レーニングしたのですか。」    B「ウィリーのジムで会

員になっててね。そんなに費用はかからないし、そこに

ある設備が全て気に入っててね。」「そこにある器具」

＝「店の人が持っている設備」と読み換えて、関係代名

詞を用いて all the equipment (that) they haveとする。

この they は一般人称であり、店の人などを表す時に使

う。 

問 18    A「今週の土曜日にサラの誕生日会があるんだ。

ピザを何枚か注文して、ゲームをしようと思うんだ。長

くいたい人は一晩中残って、DVDを見てもいいんだ。」   

B「かなり面白そうだね。」空所を含む文章では、複合

関係詞は名詞節を作るので、Whoever ～  longer まで

が主語、can stayが動詞、overnightが副詞である。「長

く残りたい人は誰でも」という複合関係詞の中では、主

語を欠落させて、whoever wants to stay longerとする。 

問 19    A「パーティーに招待してくれてありがとう。

遅れてすみません。渋滞に巻き込まれていたのです。」   

B「気にしないでください。あなたに来てもらえて嬉し

いです。さあ、入って下さい。コートをここに置いて、

くつろいで下さい。」「渋滞に巻き込まれている  / 巻

き込まれる」は be [get] stuck in traffic [a traffic jam]で

表現する。trafficを使う場合は無冠詞、traffic jamを使
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う場合は不定冠詞とセットであることに注意が必要。 

問 20    A「どうしてホテルをチェックアウトしたので

すか。」    B「ホテルのサービスがかなりひどくてね。

昨日、部屋で夕食を取りたいと思った時、ルームサービ

スで注文したのですよ。夕方の 6時に注文をして、持っ

てきたのが 10時だったのですよ。約 4時間も待たなけ

ればならなかったのです。どれだけいらついたかわかり

ますよね。」ルームサービスに注文をしてから、4時間

も待たされたという内容から、「気分を害した；いらい

らした」という状態になることが予想される。したがっ

て、①が正解。 

 

 

３【解答】 

問 21 ②   問 22 ①   問 23 ③   問 24 ①   問 25 ① 

 

【訳例】 

問 21   最近の調査によると、世界中でアレルギーの割

合が増えており、約 30%から 40%の人々が人生のどこ

かの段階で引き起こしているらしい。このアレルギーの

割合の増加は、始めはドイツ・イギリス・アメリカなど

の国々で見られたのだが、今では工業発展途中の国で見

られる。アレルギーのパターンもまた変化している。始

めは、喘息や鼻炎（花粉症）に増加が見られた。しかし、

最近の研究により、食物アレルギーのかなりの増加が確

認されている。 

問 22   森田家はアキオが生まれた時、14代に渡って酒

と醤油を醸造していた。長男として、アキオは家業を継

ぐと期待されていたが、電子工学にそれ以上の興味を抱

いていた。彼の最初の仕事は東京通信工業であり、その

最初の製品は自動炊飯器であったが、それは高価で、戦

後の日本では誰もそれを買うことはできなかった。彼は

後にアメリカの市場にトランジスタラジオを紹介し、そ

の成功を持ってしてもっとなじみのあるように聞こえ

る何かに社名を変えることを決意した。 

問 23   木々の提供する外気の温度調節によって、家や

オフィス内で利用するエネルギーが減らされる。計画的

に植えられた木々が作り出す影により、暑い時期には建

物が冷やされ、冬には太陽の暖かい光が枝の間から差し

込み、冷たい風から建物を保護してくれる。何らかの計

画を立てれば、都会の木々は多くの都市に影響を与えて

いる閉じ込められた熱を最小限に抑えることに役立つ

であろう。 

問 24   ビタミン C として知られている栄養素は全ての

種類の病気に効果のある最も重要なものの一つである。

この強力なビタミンはたくさんの健康に対する利益を

与えてくれ、体はうまく機能するためにこのビタミンを

必要としている。あらゆる種類の病気を予防し、免疫シ

ステムを向上させ、炎症を抑え、多様な食事を処理する

のに役立つ化学物質を人体に提供するという点で、ビタ

ミン Cは役に立つ。 

問 25   モナリザは元々肖像画であったが、時と共にそ

の意味は変わってきており、ルネサンス期の象徴、世界

で最も認知度の高い絵画になった。モナリザはフィレン

ツェの商人の妻である可能性が高く、したがって彼女の

視線はその夫に向けられているものだろうと思われて

いる。しかし、何らかの理由でこの肖像画は主人のもと

には送られず、レオナルド・ダヴィンチがフランス国王

であるフランソワ一世に仕えに行った時それを持って

行った。 

 

【解説】 

問 21   空所 21の前では、昔はドイツ・イギリス・アメ

リカのような国でアレルギーが増加していたことが説

明されており、「現在アレルギーの広がりはもっと拡大

している」という内容が続くと考えらえる。したがって、
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②「しかし今は産業発展をしている全ての国で見られる」

が正解。 

問 22   空所 22の直前にある butの論理関係に着目する。

前後が対比関係になるように構成する。「アキオは家業

を継ぐこと期待されていた」が、「継がなかった」の言

い換えになる選択肢を選ぶ。①「彼は電子工学にそれよ

り興味を抱いていた」が正解。 

問 23    shade provided by strategically planted tree「計

画的に植えられた木々によって提供される影」が何をす

るかを考える。「暑い時期には建物を冷やす」という③

が正解。 

問 24   第 2文・第 3文には、ビタミン Cがあらゆる病

気を予防することに役立ち、健康面に利益があると書か

れている。したがって、ビタミン C のことを言ってい

る the most  important  thingsに修飾するとすれば、①

の「あらゆる種類の病気に利益がある」が正解。②のビ

タミンCは「人体の免疫システムの中で見受けられる」

については、第 3 文に、ビタミン C は「免疫システム

の向上に役立つ」とあることから、不適である。 

問 25   空所 25の少し前にある and  soに着目。and  so

は前後で原因から結果の流れを作ることを考え、「モナ

リザはフィレンツェの商人の妻である」ことからすると、

「モナリザの視線はその夫に向けられていると考えら

れる」という論理関係が最も自然である。したがって、

①が正解。 

 

 

４【解答】 

問 26 ④   問 27 ③   問 28 ②   問 29 ③   問 30   ⑥ 

【解説】 

問 26    A「やあ、べス。調子はどうだい。」    B「元気

よ。担任の先生に会いに行こうとしていたところなの

よ。」    A「何のために？夏の授業の登録は先週だよ。

コースを変えようとか思っているの？」    B「いえ、全

くそういうわけではないの。生物学が好きなのだけど、

おもしろそうな授業も多くてね。」疑問文になるように、

are you thinking of ～を作り、think ofの目的語に動名

詞句の changing  your  courseを置く。次に、会話文で

よく使われる or  something「～か何か」を後ろにつな

げると、Are you  thinking of changing your course or 

something?と文章ができあがる。 

問 27   「半世紀前と比べて、一般的な日本人は 6 倍の

牛乳や乳製品、5倍の卵、5倍の脂肪分や油分、そして

9倍の肉を消費するようになっている。同時期に、日本

人の米の消費が半分に落ちた。日本では、過去 20年間

で子供の肥満率が 3倍になった。脂肪分が高く、カロリ

ーの高い食べ物へのこの傾向は世界的な現象である。」

本文では、過去半世紀の間に日本が伝統的な食生活から

変わってきたことが書かれている。したがって、「日本

人の米の消費が落ちた」という内容になることが予想さ

れる。この予測した日本語の内容にしたがって、

Japanese consumption of rice dropped in halfという文

章を作る。 

問 28    A「どうして庭に殺虫剤を使わないの？虫を全

て駆除してくれるよ。」    B「殺虫剤は危険だよ。殺虫

剤の毒が私たちの育てている食べ物に残存すると思う

し。あとでそんなもの食べたくないよ。」A「そうだね。

私もそんなもの食べたくないよ。じゃあ、肥料はどうな

の？肥料は植物が成長する手助けをするんだよね？」   

B「その通り。肥料は植物が成長する手助けをするけど、

肥料もまた化学物質だからね。殺虫剤と同じくらい危険

だろうね。」    A「では、植物を育てるのに何を使えば

いいのかな。」疑問文を作る問題であることが、クエス

チョンマークの存在によってわかる。so whatに続く疑

問詞疑問文を作るので、we  canという語順ではおかし

い。疑問倒置を考えながら、So what can we use for ～

と主文が出来上がる。forの後ろには、「植物を育てる

ために」という意味になるように、for growing plants

と動名詞句を置く。So what  can we  use  for  growing 

plants?という文章が出来上がる。 
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問 29   「ブタは時に悪い評判を受けるにもかかわらず、

最もきれい好きな動物である。ブタはきれいで涼しい場

所で寝るのを好む。ブタは排泄物を出す時、寝たりたい

ていの時間を過ごす場所からは離れた、おりの中の小さ

な一角にする。」preferという動詞を中心に文章を作っ

ていき、「誰が何を好む」のかを考える。第 1文で「ブ

タはきれい好きである」という内容が書かれていたこと

から、「ブタはきれいで涼しい場所で寝るのを好む」と

わかる。すると、Pigs prefer sleeping in clean, cool areas.

と作れる。 

問 30   「秩父神社は谷あいにある。秩父神社で 12月 2

日と 3日に開催される祭りは 300年の歴史を持つ。夜に

催される素晴らしいイベントにちなんで、これは秩父夜

祭と呼ばれている。山車が町中に曳かれ、道路には無数

の提燈が輝き、花火が打ち上げられる。」held は目的

語を取っていないことから、過去分詞形として使われて

いることがわかる。「この神社で 12月 2日と 3日に開

催される祭り」という内容が予想され、A festival held 

at the shrine on December 2 and 3という名詞句が完成

する。次に、動詞 has を中心に主語と目的語を決定す

る。「～に開催される祭りは 300年の歴史を持つ」とい

う内容になるように、A  festival held  at  the  shrine on 

December 2 and 3 has a 300‐year history.とする。 

 

 

５【解答】 

問 31 ③   問 32 ②   問 33 ④   問 34 ④   問 35 ② 

 

【訳例】 

[A] 

Mary：「やあ、サラ。どうしたの？うつ向いて。」 

Sara：「今日ちょうどレポートが返ってきたの。あなた

も知っているあれよ。夏中私が頑張っていたレポートね。

私の評価はとても低かったの。」 

Mary：「本当に？どれくらい低かったの？そんなに悪

いはずないわ。」 

Sara：「Dだったわ。ジョーンズ先生が来週私に会って、

この成績について話をしたいって。彼の生物学の講座は

難関だわ。」 

Mary：「私も去年ジョーンズ先生の授業を取ってたっ

て知ってたわよね。彼は厳しい先生だったわ。かろうじ

て彼の講座に合格することができて、卒業できたのよ。」 

Sara：「ねえ、メアリー。今晩会って、少しアドバイス

もらえないかしら。この講座を落とすわけにはいかない

の。」 

Mary：「もちろん。4時半ころはどう？」 

Sara：「ごめん、その時間は無理なの。父のグレッグと

4時に会うのよ。代わりに、土曜日の朝はどう。」 

Mary：「たぶん大丈夫だったと思う。でも、後で電話

してもいいかな。」 

Sara：「いいわ。」 

 

[B] 

A：「うちの庭を見てよ。数か月雨が降っていなくて、

草木が茶色くなってる。これまでで最悪の日照りじゃな

いかな。」 

B：「そうだね。でも、ちょっと待って。先週雨降らな

かった？」 

A：「降ったけど、雨の量はとても少なかったよ。この

市の月平均のたった半分だったんだ。」 

B：「それはひどいね。この地域が求めているのは、し

っかりとした雨だよ。そうじゃないと 1971年の時みた

いに節水を始める必要が出そうだからね。」 

A：「あの夏のことなら覚えているよ。雨不足は東海岸

全体にとって、特に地元の農民にとって本当に破滅的な

ものだった。」 

B：「もうあんなこと起こってほしくないね。でも、ト

ウモロコシの種まきの季節は来月まで終わらないと聞
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いたよ。」 

A：「それじゃあ、来週にはしっかりと雨が降ることを

期待しよう。昨夜のニュースの気象予報士の予報は期待

が持てそうだったし。雨が降る可能性が 80％らしい。」 

B：「祈ってるよ。うまくいくように願ってる。」 

 

【解説】 

A：問 31    3つ目のサラのセリフから、生物学の講座に

合格するために、サラはメアリーに助言をもらおうとし

ていることがわかる。したがって、③が正解。 

問 32    3つ目のメアリーのセリフを読むと、メアリーも

去年同じ学校で、ジョーンズ先生の講座を受けていたこ

とがわかる。したがって、②が正解。 

問 33   サラがストレスを感じている理由は、2つ目と 3

つ目のサラのセリフから、ジョーンズ先生の生物学の講

座が難しく、落ちてしまうかもしれないからである。し

たがって、④が正解。なお、①the most difficult class she 

has ever had「これまで彼女が受けた中で最も難しい授

業」に関しては、「これまでで最も難しい」とは本文か

らは読み取れないので不適である。 

B：問 34   最初の A のセリフを見ると、A が自宅の庭

を見せていることがわかる。したがって、④が正解。 

問 35    2 つ目の B のセリフに、近いうちに雨が降らな

かった場合に起こるであろうことが書かれている。前回

の 1971年の時と同様に、節水されるだろうと書かれて

いることから、②「その地域一帯の人々は水を自由に使

えなくなるだろう」が正解。 

 

 

６【解答】 

問 36 ③   問 37 ②   問 38 ③   問 39 ④   問 40 ①   問 41 ②   問 42 ①   問 43 ④   問 44 ③   問 45 ②   問 46 ③ 

問 47 ②   問 48 ④   問 49 ③   問 50 ④ 

 

【訳例】 

[A] 迷い犬   報酬 500ドル 

   名前：タイロン   血統：オーストラリアン・キャトル・

ドッグ   歳：4歳   体重：約 45ポンド 

   タイロンはまだ迷子で行方不明です。タイロンは元日

にリバーパーク近くの 16番通りにある我が家の庭から

出ていってしまい、それ以来見つかりません。近所の方

が二か月前の 2 月に青い首輪を付けたタイロンを見た

らしいです。タイロンは人懐っこい犬ですが、どうかタ

イロンを追いかけないで下さい。タイロンを恐がらせる

かもしれず、逃げてしまいます。タイロンは水が好きな

ので、池や川で泳いでいるのが見つかるかもしれません。

タイロンは去年の秋は体調を壊していて、今でも薬が必

要かもしれません。タイロンについて、どんな情報でも

もしお持ちであれば、(000) 229‐5651にお電話ください。 

 

[B] 2013年 5月 23日に、ある日本人登山家が標高約 8850

メートル（29035フィート）のエベレスト山に登頂した

最高齢の人物になった。三浦雄一郎氏は 70歳と 75歳の

時にもエベレスト山に登頂したのだが、ネパールの山岳

協会と東京に拠点を置く彼の支援チームによると、今回

は午前 9時 5分に頂上に到着した。三浦氏と息子の豪太

氏が頂上から彼らに電話をすると、娘の恵美里さんは大

いに微笑み、公共放送のNHKの番組内で手を叩いて喜

んだ。「やったぞ！」と三浦氏は電話で言った。「エベ

レストの頂上に行けるなどは想像もしていませんでし

た。くたくたですけど、これが世界で最も気持ちのいい

瞬間です。80 歳でも、まだやれます。」この登山家た

ちは約 30分頂上に留まり、下山前に写真を撮影した。 
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[C] 気候変動は緊急の重大な問題となった。オーストラ

リアの温室効果ガス防止局(AGO)によると、現在、家庭

による CO2排出量の 30％を交通手段が占めている。実

際、オーストラリアの交通手段による温室効果ガスの排

出量は 1990年の値よりも 30％上がったとAGOにより

示されている。徒歩、自転車に乗ること、公共交通機関

に乗ることは、気候変動を引き起こす汚染の原因を各家

庭が大幅に削減するいくつかの手段である。交通渋滞も

減り、地元の空気汚染を削減もできる。オーストラリア

では、一年で自動車による大気汚染によって 900 から

2000 件もの早期死亡と 900 から 4500 件もの気管支炎、

心臓血管系と呼吸器系の病気が引き起こされており、15

億ドルから 38億ドルの費用に上ると推定されている。 

 

[D] 一日限定の最大級のサマーセール 

   先着 100名様にプレゼントを贈呈いたします。 

    US287 号線からすぐのところにあり、レオズストア

は明日の朝に大きなサマーセールを開催いたします。ど

の商品も数に限りがございますので、どうぞ水曜日の朝

8時にご来店ください。全てのパソコンが 50％オフの価

格で、薄型テレビが（通常は 499ドルのところを）299

ドルでご提供します。全ての衣料品が割引価格になって

います。全てのブランド物のジーンズが最大 30％オフ

になっています。また、輸入品の軽量リュックサックが

ご奉仕価格になっております。（9月 7日に学校が始ま

る新入生にはもってこいのものです。）今世紀最大のセ

ール、どうかお見逃しなく！ 

 

[E]   スマートフォン中毒になっているのは、10代の子

供だけではない。このカテゴリーに属する大人もたくさ

んいる。では、どの程度自分がスマートフォン中毒かを

どのようにして計ることができるだろうか？「中毒者」

に分類するには、いくつかの指標があると専門家は言う。 

1.   一つ目の指標は、出られなかった電話のためという

わけではなく、メールやアップデート、プッシュ通知な

どのために、絶え間なくスマートフォンをチェックして

いるかどうか。 

2.   二つ目は、スマートフォンのチェックがあまりにも

頻繁で、「チェックする習慣」があったり、しつこくア

ップデートしたり、何らかのアプリをチェックしたりし、

それが 10分間隔以内かどうか。たいていの「チェック」

は 30秒以上続くことはなく、この行動に分類されるの

は絶えずスマートフォンの画面に目をやってしまう。 

3.   三つ目は、家や事務所の中でうろうろする時でも、

必ずスマートフォンを手にしてしまうかどうか。 

4.   中毒のもう一つの指標は、スマートフォンなしでは

外出できないことだ。自分のスマートフォンがなければ

「路頭に迷う」と述べる人もいる。 

 

[F] アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の写真を見てほ

しい。これはポーランドにある。それは寒い日で、風が

私のコートとブーツを突き抜けてきた。私は数百万もの

人々が投獄され殺された場所へ通じる入り口に立った。

それはもはや歴史の一幕ではなく、人々がヨーロッパの

歴史の中で最も残酷な行為の犠牲者になった実際の場

所であった。そうして私はこの写真を撮った。そこに立

ち物悲しい周囲を見渡していると、どのような歴史の本

でもテレビ番組でもできなかったようなやり方で、そこ

で起こったことの現実が骨身にしみた。 

 

【解説】 

問 36  [A] 第 3 文に、「2 か月前の 2 月に見かけたとい

う情報があった」とあることから、今は 4月だとわかり、

第 2文の「元日から行方不明である」という内容から、

4か月間行方不明であることを読み取る。 

問 37 第 3文に「近所の人が見かけた」こと、第 7文に

「タイロンは体調がすぐれなくて、投薬治療を必要とし

ている」と書かれていることから、②が正解。なお、①

の「タイロンは盗まれた」、③の「虐待のため」、④の

「タイロンはあなたを恐がらせることがある」という箇

所はどれも本文の内容に一致しない。 
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問 38 [B] 第 2文と第 8文の内用から、三浦雄一郎は 70

歳・75歳・80歳でエベレストに登頂していることを読

み取る。 

問 39 ニュースでの報道に関しては、第 3文以降に書か

れているように、エベレストの頂上から東京の支援チー

ムへの電話による報告の場面が報道されたのである。し

たがって、④が正解。 

問 40 make  itは「うまくやり遂げる」という意味の非

常に汎用性の広いイディオムである。三浦氏の言う「う

まくやり遂げる」とは、「エベレストを登り、頂上に達

すること」であるので、①が正解。 

問 41  [C] 第 2文・第 3文の内容から、オーストラリア

の温室効果ガスの上昇には交通手段が関わっているこ

とがわかる。したがって、②が正解。 

問 42 第 4文によると、気候変動を起こす原因を削減す

るのに役立つ手段は、徒歩・自転車に乗ること、公共交

通機関を利用することだと書かれている。この内容を言

い換えた①が正解。 

問 43 第 6文に、自動車による大気汚染により、心血管

系・気管支系・呼吸器系の病気が増加していることと、

それにかかる費用が増大していることが書かれている。

したがって、④が正解。なお、第 2文に自動車などによ

る CO2 排出の割合は 34％とあるため、②の the main 

reason、③Air pollution from only motor vehiclesとは

言えない。①に関しては、「自動車」ではなく、「自動

車による大気汚染が死や病気を引き起こす」となってい

なければならない。 

問 44 [D] 第 2文にあるように、「商品の数に限りがあ

るため」、セールに早いうちに行かなければいけないの

である。したがって、③が正解。い 

問 45 地図によると、この店の場所はクーパーストリー

トとハリスロードに面しており、セールの日時は第 6

文に、「来月の 9月」とあることから、8月時点である

ことがわかる。以上から、②が正解。 

問 46  [E] 本文は、スマートフォン中毒の指標を 4つ列

挙している。したがって、③が正解。 

問 47 ②「親しい友人からのメールを読むために夜中に

何度か起きる」は、スマートフォン中毒を図る指標の 1

ないしは 2に該当する。 

問 48 ④「自分のスマートフォンを家に忘れてきた大人

の多くは 10代の子供よりも無力である」について、携

帯電話が手元にない大人と、10 代の子供を、無力さを

基準にして比較している箇所は本文には存在しない。 

問 49 [F] 第 4～6文にあるように、アウシュビッツ博物

館の入り口でこの写真を撮ったのである。 

問 50 第 7文に、hit home「骨身にしみる；胸に応える」

という意味のイディオムを使って、「そこで起こったこ

との現実が骨身にしみた」とある。問題文にある have a 

strong effect on the writerは hit homeの言い換えだと

読み取ると、④が正解。 

 

 

７【解答】 

問 51 ④   問 52 ②   問 53 ①   問 54 ③   問 55 ③   問 56 ①   問 57 ①   問 58 ③   問 59 ③   問 60 ① 

 

【訳例】 

[第 1 段落] 途方もなく素晴らしいという状態は、いつ

でも期待されるものを超えようという決断をすること

を暗に意味する。逆に、基本的な期待を満たすだけの最

低限のことしかしなければ、自分からその機会をだまし

取っていることになる。これは校長先生のお話のように

聞こえるかもしれないが、真実なのである。逸してしま

った機会が積み重なり、膨大な損失になる。5パーセン

トの利益がある100ドルの投資と105パーセント返って

くる 100ドルの投資を想像してみてほしい。この価値の

差は時と共に悪化し続ける。これは日常で起こっている

ことである。自分が出したものを人生から得て、その結

果は日ごとに積み重なっていく。 

[第 2 段落] スタンフォード大学の機械工学の教授であ

るバーニー・ロスは、この点を浮き彫りにするために、
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大学で興味深い実験をしている。彼は一人の学生を選ん

で研究室に来させ、「この空の水筒を私の手から取ろう

としなさい」と言うのだ。バーニーはしっかりと水筒を

掴んでおり、学生はそれを取ろうとするが、必然的に水

筒を取ることはできない。すると、バーニーはわずかに

言葉を変え、「私の手から水筒を取りなさい」と言うの

だ。そうすると、学生はより努力をするが、ふつううま

くいかない。さらに学生を刺激し、水筒を取るように強

要する。この 3回目の試みでふつう学生は水筒を取るこ

とに成功する。教訓は何だろうか。何かをしようとする

ことと実際に行うことでは大きく異なるということだ。

ダイエット、運動、求職など、何かをしようとしている

と私たちは口にすることが多い。しかし、実際には、そ

れをしているか、していないかのどちらかだ。やろうと

しているというのは言い訳である。少なくとも 100パー

セントの関与することによって何かを生じさせようと

することに集中すべきなのだ。少しでも足りなければ、

目標を達成できなかったことに関してあなたが唯一責

められるべきなのである。 

[第 3 段落] バーニーは、言い訳は役に立たないとも学

生たちに言う。物事を遂行するのに必要な努力を行わな

かったという事実を隠すために言い訳を使う。この教訓

はあなたの人生のあらゆる側面に適用できる。遅刻した

こと、課題を提出しなかったこと、試験に落ちたこと、

家族と時間を費やさなかったこと、ガールフレンドに電

話しなかったことなどに対する言い訳などない。仕事が

多すぎた、病気であったというように、社会的に受け入

れられるような言い訳を生み出すが、本当に物事を遂行

したいのであれば、それを生じさせるための方法を工夫

するであろう。 

[第 4 段落] これらは厳しい言葉である。というのも、

私たちはみんな言い訳をすることと言い訳を聞くこと

にあまりにも慣れてしまっているからだ。言い訳をする

こと、または物事を遂行できなかったことに理由付けを

することは、そうすることによってあなたが「妥当」で

あるように聞こえるので、社会的に受け入れられるとい

うことを、バーニーは認めている。しかし、他者に言い

訳をせざるを得ないように感じたとしても、自分自身に

言い訳をすべきではないのだ。本当に何かを遂行したい

のであれば、それができるかはあなた次第なのだという

事実を受け入れる必要がある。その優先順位を高くする

か、リストから外すかである。この点をきちんと理解し

てもらうために、バーニーは自身の生徒たちに最大の目

標を書いてもらい、それに到達できなくする全ての重荷

をリストアップさせた。そのリストを作るのには普通何

分かかかる。次に、リストにあるべき唯一の項目が自分

の名前であることを確かめさせた。邪魔をしたとか、で

きないようにしたと言って、他者や外的要因のせいにす

ることによって、私たちは目標に到達できなかったこと

に対する言い訳をする。もう一度言うが、目標に到達で

きるかは、最初から最後まであなたの責任なのである。 

[第 5 段落] 最後の話になるが、驚くほどのことを成し

遂げた人々は競争心が強いと思われることが多い。そう

いった人々は他人を犠牲にして目標を達成したと多く

の人は想像する。しかし、もちろんこれは正しくはない。

競争心が強いことと目標に向かうことの間には大きな

違いがある。競争心が強いということは、誰かを犠牲に

して成功する差引ゼロのゲームを意味する。目標に向か

うことには、自分自身の情熱を駆使し、物事を成し遂げ

ることが含まれる。しかし、偉大な指導者の多くは、周

りの人々の成功に鼓舞され、動機付けられているのであ

る。 

 

【解説】 

問 51 The collection～adds upまでで主文が完結してい

るため、leading to以降は分詞構文を形成している。A 

lead  to Bは Aが原因、Bが結果となる因果関係を表す

表現であることに着目する。「逸してしまった機会が積

み重なる」という原因により、「膨大な損失」という結

果になるのである。したがって、④hugeが正解。 

問 52 学生に水筒を手から「取ろうとしなさい」と言う

ことと、「水筒を取りなさい」と言うのでは、その結果

は異なるということを例として示している。「A と B

は大きく異なる」となるように、there is a big difference 

between A and Bとする。 

問 53 空所 53 までの展開を見てみよう。成功しなかっ
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た事実を隠すために言い訳をするが、言い訳は役に立た

ないという理論を示している。したがって、「～したこ

とに対しての言い訳などない」となるように．①を入れ

る。 

問 54 空所 54 の直前の文章を見ると、「本当に何かを

成し遂げたいのであれば、それはあなた次第である」と

ある。このことを言い換えて、空所 54を含む文章にな

っている。「あなた次第」ということは、「成し遂げた

いものを優先順位で高くするのか、低くするのか」はあ

なた次第ということである。したがって、「それを優先

順位で高くする」となるように、③の priorityを入れる。 

問 55 第 5段落の内容を考える必要がある。目標を達成

した人々のことを、競争心が強いから成し遂げられたと

考える人が多いが、そうではなくて、成功は彼らが情熱

を抱き目標に向かった結果なのである。したがって、「そ

うではない」＝「それは真実ではない」となるように、

This is not the case.とするのが正しい。 

問 56 第 5段落の展開を見てみよう。偉大なことを成し

遂げた人々は、物事を成し遂げるために自分の内側に情

熱を抱く。どうして彼らが自分の内側に情熱を抱くのか

を考えると、「周りの人々の成功に鼓舞され、動機づけ

られたから」だと考えられる。したがって、①が正解。 

問 57 ①「自分にではなく、他者に言い訳をすることは

社会的には受け入れられる」は、第 4段落第 2・3文の

内容と合致する。なお、②「教師は言い訳を嫌うが、言

い訳は学校生活の一部である」という記述は本文には存

在しない。③「授業に遅れたことに対するもっともな言

い訳を誰しもがするべきだ」は、第 3段落第 3文の内容

と一致しない。④「競争に強くなるためには、人々は言

い訳をすることを減らす必要がある」は、「偉大な業績

を残した人々は、他者と競争して、他者を犠牲にしたか

らではなく、自分の中に内なる情熱を抱くから成功する」

という第 5段落の論理に反している。 

問 58 本文全体を通して、「言い訳をすべきではない」

と書かれており、なおかつ第 4段落最終文に「物事を成

し遂げるかどうかは、最初から最後まであなたの責任で

ある」と説明されていることから、③「言い訳をすべき

ではないし、自分の目標を成し遂げることにおいては完

全に責任を負うべきである」が正解。①の選択肢は、「目

標を成し遂げることができなった時には言い訳をして

も良い」ことになってしまうので本文の主旨に合わない。

③「目標を成し遂げようとすることは、リストにある全

ての項目を見ることよりも重要だ」に関しては、第 4

段落に「リスト」に関する記述があるが、このような比

較はなされていない。さらに、第 2段落の内容にあるよ

うに、「目標を成し遂げようとすること」は、「実際に

物事をすること」とは違い、重要ではないという内容に

も一致していない。第 5段落最終文にあるが、「偉大な

指導者の感情を鼓舞し、動機づけてくれる」のは「周り

の人々の成功」であることから、④「最大の目標を成し

遂げることは、良き指導者を動機づける過程だ」はおか

しい。 

問 59 第 2 段落の、目標を成し遂げようとすることは、

実際に物事をすることとは違い、重要ではないという内

容から、③「何かをしようとすることと実際にすること

は異なる」が正解。①「全ての学生がバーニーの手から

水筒を取れたわけではない」は第 2段落第 7文の内容に

反している。②「成功したいのであれば、偉大な指導者

は競争に強くなろうとする必要がある」は第 5段落の内

容に反している。④「誰かが病気の場合のみ、遅刻した

ことに言い訳をしても良い」は、第 3段落第 4文の内容

に反している。 

問 60 言い訳をしないで、目標に向かうことが、物事を

成し遂げる秘訣であることが本文全体を通じて説明さ

れている。したがって、①「目標に達し、人生で成功す

る方法」がタイトルに適している。 

 




