
 
〔Ⅰ〕  イギリスでは、現在5人に1人がオンライン上で相手を見つけているが、ネッ

ト恋愛があまり普及していない地域では、将来パートナーとなるかもしれない

相手を魅了し、好感を与える、数多くの時の試練に耐えてきた方法がいまだに

用いられている。

 南太平洋のバヌアツ共和国では、男たちは地元の女たちの気を引く機会を逃

すまいとして、まさに文字通り飛び降りる。そう、地面にたたきつけられない

ようにするための蔓(つる)を足首に巻く以外には何の装備も身につけず、地上

30メートルの塔から身を投げ出すのだ。その腕の見せどころは、本当に怪我を

することはなく、しかしできる限り地面に近づけるように、つるの長さの見当

をつける点にある。

〔Ⅱ〕 14, 15, 17, 20
11：第1段落第2文に“~ it was found by miners”とあり、miners は化石発見者であって、命名者ではな

い。また第3段落第6文の(  )中に、 “as scientist later named it” とある。

12：1924年当時では、 “the first early human ancestor to be found in Africa” であったが、第4段落第4
文に “even older species of human ancestors were found” とあり、現時点で最古の人類の祖先とは

言えない。

13：第2段落に炭鉱夫が見つけた頭蓋骨を渡した相手はヨーロッパ人経営者であったとはあるが、

鑑定能力についての言及はなく、only と言える根拠もない。

14：第2段落全体の経過説明に合致する。set in a motion 「きっかけとなる」

15：第3段落第4文に “Taung Child ~ could be the “missing link” ”とする記述があり、第4段落第1文で

“Dart’s claim ~” とある。

16：第4段落第2文では “~ because young apes’ heads look more human than those of the adults.” とある

のに対して、選択肢では “~ because young apes resemble humans more than they resemble adult 
apes.” とあり、比較対象がズレている。

17：第4段落第2, 3文にDart の主張を退ける理由が示されている。

18：第5段落第3文では “Convinced that humans’ violent nature began early in their revolution” とあるの

に対して、選択肢では “~ because he knew ape-men collected only small bones.” とあり、理由がズ

レている。

19：最終段落第2文に“He ~ was astonished ~”とあり、“Professor Berger had examined ~ before” に合致

する記述は見当たらない。

20：最終段落全体に合致する。

〔Ⅲ〕 (a) 4 overseas は副詞 sent overseas 全体で Employees を修飾「海外へ派遣された従業員」

(b) 2 構造上他は不可 節内は倒置が起こらない。

(c) 4 cannot help but do 「～せずにはいられない、～せざるを得ない」

(d) 1 接続詞as の前に何らかの語(句)を置く用法 「彼女はやろうとしたが」

(e) 3 know better than to do「～しないだけの分別がある」

(f) 2 have yet to do 「まだ～していない」

(g) 4 seldom は準否定語 付加疑問は肯定になる。

(h) 2 postpone doing 「～するのを先延ばしにする」 
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〔Ⅳ〕 (a) 4 resístance [i]と同じものは ígnorance 。他は [e]。
(b) 4 módify [ɔ]と同じものは mólecule 。 1. [ai] 2. [i] 3. [ou]
(c) 2 invéstigate [e]と同じものは devélop 。 1. [ei] 3. [uː] 4. [æ]
(d) 3 últimate [ʌ]と同じものは cómfort 。 1. [uː] 2. [i] 4. [ɔ]
(e) 4 sácred [ei]と同じものは entertáin 。 1. [au] 2. [aː] 3. [uː]
(f) 1 procédure [iː]と同じものは políce 。 2. [ɔ ] 3. [ou] 4. [e]

 
 
〔Ⅴ〕 A． 3 1 6 2 5 7

(We) are determined to (never) let anything like (that happen again).
B． 5 2 6 7 1 3

(That) being the case, (we can’t complain about the price of) oil going up.
C． 3 7 5 6 4 2

(Many) in their old (age regret) having idled away (their precious time when 
they were young).

D． 3 5 7 6 2 4
(It) stands to reason (that children should) be independent of (their parents 
after a certain age).

 
 
 
講評： 形式・内容とも昨年通り。文法・語句整序はやや難しいものが含まれているので完答は

難しい。和訳・長文も内容自体は平易だが、和訳は訳語の選択に苦労するところがある。

また内容一致は根拠が複数の部分にまたがったり、正解の選択肢自体がやや難易度の高

い表現で書き換えを行われていたりするなど、選びにくいものがあり、やや難易度は上

がっている。全体として 8 割 5 分が目標。
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