
Ⅰ 
 考えられる一つの理由は、スーパーを訪れる回数が少ないために、そういった人

は缶詰や鮮度の低い食料品に依存してばかりで、手に入る食料からは必要な種々

のビタミンを摂れていないことであるかもしれない。 

Ⅱ 14 16 17 19 

Ⅲ 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

2 4 3 2 2 3 4 1 

Ⅳ 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

3 4 2 1 4 2 

Ⅴ 

A 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

7 6 2 1 5 4 

B 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

5 1 6 3 4 2 

C 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

7 3 1 5 4 6 

D 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

6 1 3 5 2 7 

 
〔Ⅰ〕  人が普段利用するスーパーへの移動距離が長くなればなるほど、その人の

BMI と腹回りが大きくなるということが、最近発表された研究によってわかった。

考えられる一つの理由は、スーパーを訪れる回数が少ないために、そういった人は缶

詰や鮮度の低い食料品に依存してばかりで、手に入る食料からは必要な種々のビタミ

ンを摂れていないことであるかもしれない。BMI と腹回りの増加に関連していると

思われる別の要因には、スーパーに特有の銘柄を購入すること、安売りスーパーで買

い物をするといったことが含まれる。 
 
 
〔Ⅱ〕 14, 16, 17, 19  
 11：第1段落第2文に “The most important things in my own life are” とあり、「著者自身」の人生にお

いて最も重要なことについてであり、「我々」一般について述べられているのではない。 
 12：第2段落第4文に “We spent our summer vacations, ~ and never travelled even as far as London.” と

あり、著者は夏休みに「海外旅行」をしていない。 
 13：第2段落最終文に “~ drawing lines on these maps showing journeys ~” とあり、著者は「地図上に

線を引いていた」だけで、「地図を描いていた」のではない。 
 14：第3段落第5文後半に “~ but I felt an equal love for the magical worlds I entered through the cool 

white pages of books.” とあり、選択肢と合致する。 
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 15：第3段落第5文に “I also enjoyed football and tennis and playing in the wood ~ but I felt an equal love 
for the magical worlds I entered through the cool white pages of books.” とあり、著者は「外で遊ぶこ

とより読書が好きだった」のではない。 
 16：第3段落最終文に “~ my childhood love of reading and my childhood dream of travel became deeply 

connected.” とあり、「幼少期の読書に対する愛情と旅への夢が深く結びつくようになった」こ

とは、選択肢の The kind of stories ~ helped inspire his dream of travel and adventure. 「物語から旅

や冒険への夢が駆り立てられた」ことと合致する。 
 17：第4段落第4文に “At university, I chose literature because it enabled me to study all the other human 

arts ~ life itself.” とあり、選択肢と合致する。 all the other human arts ~ life itself は選択肢の many 
other important aspects of human life を指している。 

 18：第4段落第7文に “I have been to many wonderful places from pure blue lakes in the high deserts of 
Afghanistan ~” 、同段落第8文に “I have swum in seas, rivers and lakes, and walked for many 
hundreds of miles in the mountains of India, Nepal, Tibet, Pakistan ~” とあり、それらの場所に実際に

旅行しており、それらの「場所についての本を読んだ」のではない。 
 19：最終段落第4文に “The world is a beautiful, mysterious place and it is well worth exploring, but so too 

is the inner world of the imagination.” とあるが、ここで言う the inner world of the imagination と
は同段落第5文に “When I read Shakespeare or great novels like War and Peace, Moby-Dick or 
Middlemarch, I travel deep into the human mind and heart, ~” と具体例があり、偉大な作品を読んで

いるときのことを指している。 
 20：最終段落第3文に “In my travels I have learnt things about life and people that I could never have 

learnt from books, ~” とあり「読書だけで全てを知る」ことは出来ない。 
 
〔Ⅲ〕 (a)  2  twenty times as large as ~ 「～の20倍の大きさ」 

 (b)  4  No sooner had I hung up the phone than ~ 「電話を切るや否や～」 
 (c)  3  Try as you may, ~ 「あなたがどんなに努力しても～」 
 (d)  2  free from ~ 「～がない」 
 (e)  2  There is room for improvement 「改善の余地がある」このroomは不可算名詞。 
 (f)  3  get ~ finished 「～を終わらせる」 
 (g)  4  a large population 「多くの人々」 
 (h)  1 ⋯ all the better for ~ 「～なのでいっそう…」 

 
〔Ⅳ〕 (a)  3  hésitate [e]と同じものは célebrate  
     1. assóciate [ou]   2. partícipate [i]   4. prívate [ai] 

 (b)  4  allów [au]と同じものは encóunter  
       1. áuthor [ɔː]   2. knówledge [ɔ] 3. átmosphere [æ] 
 (c)  2  áncient [ei]と同じものは stádium  
      1. máximum [æ]  3. satisfáction [æ] 4. tálent [æ] 
 (d)  1  ambítious [i]と同じものは príncipal  
     2. sátisfy [æ]  3. sácrifice [æ]   4. fáscinating [æ] 
 (e)  4  súbstitute [ʌ]と同じものは bútton  
     1. pecúliar [uː]   2. úsual [uː]   3. inflíct [i]  
 (f)  2  áncestor [æ]と同じものは democrátic  
     1. cathédral [iː]  3. témperature [e] 4. necéssity [e] 

 
 
 



 

〔Ⅴ〕 A． 7—6—2—1—5—4   
  (Like) many a (Japanese kid, he started doing origami in kindergarten,) folding 
  paper squares into (airplanes and other figures).  [3. lot 不要] 

 B． 5—1—6—3—4—2   
  (He sank in his chair) with his head in his hands, saying over and over that 
  (nothing would ever be the same again).  [7. held 不要] 
 C． 7—3—1—5—4—6   
  (Syria and Israel agreed to hold high-level talks next week) to resolve their 

dispute about control of (the Golan Heights).  [2. with 不要] 
 D． 6—1—3—5—2—7   
  (In 1865, a German biologist called Ernst Haeckel) came up with (a new twist 

on the recently) proposed theory of (evolution).  [4. hit 不要] 
 
 
 
 
 
 
 
 

講評：形式：昨年通り。 

   内容：Ⅰ（和訳「ス－パーマーケットまでの距離と肥満の関係について」） 

    親しみのある内容で、特に訳出に苦労するところもない。 

   Ⅱ（長文内容一致「幼少期に培われた読書と旅行への愛情について」） 

   文章は平易で、例年見られる選択肢の選びにくさもなくなった。 

   Ⅲ（文法４択） きわめて基本的な問題。完答を目指したい。 

   Ⅳ（発音） 母音のみが問われておりきわめて基本的な問題。完答を目指したい。 

   Ⅴ（一語不要語句整序） 一部の名詞表現は難しいが全体としては標準的。 

    全体としては昨年より易化。和訳と一部の語句整序以外での失点は避けたい。 

    ８割５分が目標。 
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