
Ⅰ 文法４択

問 1 ⓐ took into account factors that~「～という要素を考慮に入れた」 
訳：「彼らの分析は結果を裏付けることができる要素が考慮に入れられていた。」

“take A into account”「A を考慮に入れる」 ここでは A が長いために後ろにまわっている。 

問 2 ⓓ have grown by ~ square kilometers 「～平方キロ増えている」 
訳：「ヨーロッパの森林は過去 10 年の間に 44,000 平方キロメートル増えたことを知っていま

したか。」

前置詞 by は差を表す。 

問 3 ⓐ for another three days 「あともう三日の間」 
訳：「台風がまだこの近くにいるので、私はもう 3 日間ここに留まるつもりだ。」 
“another 数 名詞の複数形” 「さらに～」  more をつかうと “three more days”になる。 

問 4 ⓑ appeared satisfied 「満足しているように見えた」 
訳：「国際的金融投資家たちはさしあたって満足しているように見えた。」

appear は第 2 文型をとれるので後ろに形容詞をとれる。satisfy は「～を満足させる」で受け

身の意味になるように過去分詞にする。

問 5 ⓓ lay out ~「～を設計する」 
訳：「文部省は新しい教育カリキュラムのガイドラインを策定するだろう。」

lay aside ~「～をやめる、中断する」 lay in ~ 「～を蓄える、買いだめする」 

問 6 ⓐ , which is a bit high. 「その数値は少し高い」 
訳：「血圧を測らせてください。上が 145 で下が 95、少し高いですね。心拍数は 72 です。」 
which は関係代名詞の非制限用法で “145 over 95” を指すため be 動詞は is になる。関係代名

詞の that は非制限用法では使うことができない。 

問 7 ⓒ get ~ working 「～を動かす」 
訳：「あなたは本当にこの古い時計をもう一度動かすことができるのですか。」

getは第 5文型のときに補語に原型不定詞をとることができない。workは自動詞なのでworked
は不可。

問 8 ⓐ guidance on how to ~ 「どうやって～するかのガイダンス」 
訳：「親たちは赤ん坊に知らない野菜にどうやって興味を持たせるかの一貫したガイダンスを

持ち合わせていないということに同意する専門家もいる。」

infants という目的語をとっているので interest は動詞。lack は第 3 文型で目的語に guidance を

とっているため直後に名詞は続かない。そのため前置詞の on が必要。 
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問 9 ⓓ the most ~ person to look up to 「尊敬できるもっとも～な人」 
訳：「彼はとても聡明かつ謙虚な人なので、正直に言っておそらく尊敬できる最も素晴らしい

人だ。」 
“look ahead” 「前方を見る、先のことを考える」 “look for ~” 「～を探す」 “look over to ~” 
「～の方に目をやる」 “look up to ~” 「～を尊敬する」 

 
問 10 ⓒ had a 33 percent greater chance of getting cancer 「33%癌にかかりやすかった」 

訳：「標準より 40%以上太っている人たちは、太っていない人たちに比べて、33%癌にかかり

やすいということがある研究によりわかった。」 
“a chance of ~”「～の可能性、見込み」 

 
問 11 ⓑ cannot ~ until …「…まで～できない」 

訳：「熱が下がって少なくとも 2 日経つまで、彼は学校に行くことがまだできない。」 
“not ~ until …”「…まで～しない、…してはじめて～する」 

 
問 12 ⓐ The number of ~ has increased ~, and … has more than doubled.  

訳：「10 年あたりの新しい病気が現れる数は過去 60 年間で 4 倍近くになっており、1980 年以

降、年間に病気が大流行する数は 2 倍以上になっている。」 
“the past ~”で「今までの～」になるため A は現在完了。 (more than) double「2 倍（以上）に

なる」 
 
 Ⅱ  語句整序 

問13  Babies who had any amount of sugar-sweetened beverages were (two times) (more)  
(likely) (to) (drink) (⑬them) (once) (a day) at age 6. 
 
[ a day / drink / likely / more / once / them / to / two times ] 
「砂糖で甘みを加えた飲み物を少しでも飲んだ赤ん坊は、６歳になった時に１日１回そ 
の飲み物を飲む可能性が２倍高い。」 
 

問14 NASA researchers say the data (they) (collect) (⑭could) (provide) (insight) (into) the physics 
of stars at large. 
 
[ collect / could / into / insight / provide / they ] 
「NASAの研究者たちは、彼らが収集するデータが、星一般の物理現象に対する洞察を与 
えてくれるであろうと言っている。」 
 

問15 This country has some of the best wind-energy resources in the world. There is  
(no) (doubt) (that) (this project) (has) (⑮the potential) (to be) an important example. 
 
[ doubt / has / no / this project / that / to be / the potential ] 
「この国は世界最高レベルの風力エネルギー資源を有している。この計画が重要な実例 
になり得ることに疑いはない。」 

 
  



 

 

問16 As is often the case, one's perspective (is influenced) (by) (the criteria) (⑯one)  
(uses) (to) (measure) success or failure. 
 
[ by / is influenced / measure / one / the criteria / to / uses ] 
「物事に対する見方が、成否を判断するために用いる基準によって左右されることはよ 
くあることである。」 
 

問17 Climate change is a topic of intense interest today (because) (of) (evidence) (⑰that)  
(humans) (are) (warming) the earth by burning massive quantities of fossil fuel. 
 
[ are / because / evidence / humans / of / that / warming ] 
「人間が大量の化石燃料を燃やすことによって地球を温暖化させているという証拠があ 
るので、気候変動は今日強い関心を持たれている問題である。」 
 

問18 The American Academy of Sleep Medicine officially took the position that middle  
and high schools should begin (no earlier) (than) (8:30 a.m.) (so) (⑱that) (teens) (can) (gain) 
more sleep and focus better. 
 
[ 8:30 a.m. / can / no earlier / gain / so / teens / than / that ] 
「10代の若者が睡眠時間を増やして集中力を高めることができるように、中学校と高等 
学校は午前8時30分より前に始めてはならないという立場を、米国睡眠医学会は公式に 
取っている。」 
 

 Ⅲ   段落挿入・空所補充 
問 19  ⓒ Surprising as it may sound, ~. 

直後の段落 C)の冒頭に “More important at an individual level is the question of how eating meat 
affects a person’s health.” とあり、「個々人のレベルでより重要となるのが、肉食の健康に及ぼ

す影響という問題である」とされている。比較対象は「個々人のレベルを超えたもの」と予想

されるので、「環境」に対する影響が述べられているⓒが直前の段落と考えられる。 
 

問 20  ⓐ If people followed vegetarian diets, ~  
直前の段落 C)には肉食の短所、ⓐには野菜食の長所が述べられており、C)とⓐは連続すると

考えられる。 
 

問 21  ⓑ Some people argue that, ~ 
野菜食への疑念を呈しているⓑの段落の落としどころは、野菜食の優位性を確認した後と考え

られるので、段落 C)→ⓐに続くことが決まる。 
 

問 22  ⓐ ~ lowering their risks of disease. ( Furthermore ), eating animal fat can lead to obesity, ~ 
( ㉒ )の前で、肉食と癌との関連性が述べられており、( ㉒ )の後では、肉食と肥満との

関連性が述べられている。論点の付加を示す “Furthermore” が妥当。 
 
  



 

 

 Ⅳ  長文内容一致 
問23 How was the boardwalk along the beach when the author and his wife went out for a walk? 

ⓑ It was crowded with a lot of pedestrians as they had expected. 
 
第1段落第1文にspring-like、第5文にwinterとあり、この時点での季節は冬であると推測で

きるので、a spring dayとしている選択肢ⓐとⓒは除外される。第1段落最終文に “Visually, 
we drank our fill” とあるので、ⓓの “they couldn’t enjoy the view” は誤り。第1段落第2文
の “We were not surprised to find that others had the same idea.” は選択肢ⓑの「予想通り、

多くの歩行者で混雑していた」と一致する。 
 

問24 Which of the following is closest to the meaning of “㉔we drank our fill”? 
ⓓ We were really satisfied with the scenery. 

 
drink one’s fillは、「好きなだけ飲む」という意味。その前にVisuallyとあるので、これは

実際に飲むことではなく、視覚的に満足を得ることを指している。その前の文で筆者ら

が楽しんだ景観の具体的描写がなされていることもヒントとなる。 
 

問25 What does “㉕Had the long … would have noticed” imply? 
ⓐ Quite a few people were staring at their cellphone instead of appreciating the scenery. 

 
下線部のLong Island SoundはSoundが大文字になっているので、このSoundは地名の一部

をなしており、音ではなく湾という意味であることがわかる。よってsoundを音という意

味で用いている選択肢ⓑ , ⓓは不適当。多くの人が湾の景観ではなく携帯電話に集中し

ていることを表している選択肢ⓐが適当。  
 

問26 Which of the following is the most appropriate words to fill in (㉖-1) and (㉖-2)? 
ⓒ   works / fails 

 
第2段落最終文に “the cellphone zombies avoided colliding with each other” とあるが、続く第3段
落では運転中の携帯電話の使用による自動車事故の増加について述べられている。この対比を

ヒントとして、「歩道ではうまくいくことでも、車道ではそうはいかない」という意味になる

ように空所を埋めると、 works と fails の組み合わせが適当となる。 
 

問27 Which of the following is the most appropriate words to fill in (㉗-1) and (㉗-2)? 
ⓑ worse / better 
 
第 3 段落第 3 文に “a two-second glance at the screen exponentially increases the likelihood of an 
accident.” とあるが、携帯電話を手で握っていることはこのような事態を「さらに悪化させる」

ことが推測される。よって、27-1 は worse が適当。第 3 段落最終文では、statistics[統計上の数

字]が easier であるということは意味をなさないので、選択肢ⓓは除外される。 
 
  



問28 What problem is mentioned about drivers’ cellphone use? 
ⓑ Insurance payments are increasing along with the rising number of traffic accidents.

第 4 段落第 1 文に “all of this is ... well-known” とあるので、選択肢ⓐの not aware は誤り。第 3
段落第 3 文に “Half of teenaged drivers surveyed admit to texting while behind the wheel” とあるが、

これは十代の若者が majority of car accidents の原因になっているという主張ではないので、選

択肢ⓒは誤り。選択肢ⓓの “hands-free phones, which is safer on the roads” は、第 3 段落最終文

に反する。第 3 段落第 2 文 “Lately we read that drivers using their phones are causing so many 
collisions that insurance premiums can’t keep up.” は選択肢ⓑ「交通事故の増加に伴い保険料は上

がっている」に一致する。

問29 Which of the following is the most appropriate phrase to fill in (㉙)? 
ⓒ behind the wheel

behind the wheel を入れることで「しかし、ビーチの携帯電話ゾンビ達は、運転しているわけ

ではない」という意味になる。

問 30 What is the characteristic of people with libertarian views? 
ⓓ They try to avoid imposing their values on others.

第 5 段落第 1 文に “my libertarian conscience does not want to tell anybody else how to live.” とあ

り、「自由主義者は自分の価値観を他人に押し付けることを避けようとする」と言える。

問31 Which of the following is the most appropriate to fill in (㉛)? 
ⓓ need rewriting

第5段落第3、4文では、携帯電話ゾンビ達は、歩行をもたつかせるという点では無作法（非

市民的、uncivil）だが、今やこのような人々が多数派になっているということが述べられ

ている。多数派を占めていること考慮するならば、norms of civilityは「書き換えられなけ

ればならない」という内容が想定できる。第6段落では、道ゆく人同士が挨拶をすること

がnorms of civilityであった古き時代と、そのような時代ではなくなった現代が対比的に

述べられていることもヒントとなる。第6段落第3文に “In the days of Jim Crow, many of 
the norms that supported the segregationist state were informal.” とあり、第6段落第4文で述

べられるような、現在ではなく過去のnormsがsegregationist stateを支えていたので、選択

肢ⓐは誤り。

問32 What change does the author see regarding the norms of civility? 
ⓒ Today’s young people do not pay much attention to others such behavior is common.

第 5 段落第 4 文に “the zombies constituted a large majority of those strolling along the boardwalk” 
とあり、第 6 段落では、このような zombies の態度が、筆者の知る道ゆく人同士が挨拶を交わ

す古き良き時代と対比されている。変化として、「今日の若者はあまり他人に注意を払わず、

そのような態度は普通のことである」という内容が適当。



問33 Which of the following is closest to the meaning of ㉝absent presence? 
ⓑ In spite of being present, being regarded as if being absent

absent presence の言い換えであると考えられる、第 7 段落第 3 文の “When we are ignored by 
those around us” に着目する。be ignored は「いるのにもかかわらず、いないかのように見なさ

れる」ことと言える。

問34 What is NOT mentioned about “the absent presence”? 
ⓐ Cellphone zombies can be easily stressed due to the absence of acknowledgment.

第 7 段落第 5 文に “these effects are minimal or absent in the zombies themselves” とあり、「携帯

電話ゾンビ達は、認知されないことによって簡単にストレスを受ける」ことは誤りであると言

える。

問35 What does the author mean by suggesting that we no longer live in a civil era? 
ⓒ People are not willing to make sacrifices for creating a good community.

第 8 段落第 3 文に “I defined civility not principally as good manners ... but as the sum of the sacrifices 
we make for the sake of living together.” とあり、我々が civil era を生きていない理由は「人々が

良質な共同体を形成するために犠牲を払いたがらない」からであると言える。

問36 Which of the following is the most appropriate words to fill in (㊱-1) and (㊱-2)? 
ⓒ cause / fruit

第 9 段落第 4 文に “If we expect better from officeholders and candidates and activists, we have to 
demand better from ourselves.” とあるので、これと趣旨が矛盾しない「私は政治をわれわれの無

作法の原因（cause）ではなく、結果（fruit）と見る」という文が適当。 

問37 What is the main theme of this article? 
ⓒ The hazards of continually staring at cellphones

筆者は文中で人々が携帯電話に依存しているという事実以上のことを述べているので、選択肢

ⓐは誤り。第 9 段落最終文では “we all look up from our screens a bit more often and enjoy the view”
が、人々が為すべきことの一つとして述べられているが、これは選択肢 b の「人々が他人を助

けること」に含めることはできないため、ⓑは誤り。第 9 段落第 3 文に “Our politics is the fruit
of our growing incivility” とあるので、民主主義が崩壊する可能性を現在の政治に求める選択肢

ⓓは誤り。筆者は文中を通して、携帯電話を注視することが物理的・心理的・社会的に危険で

あるということを述べているので、選択肢ⓒの「携帯電話を眺め続けることの危険」が適当。 



講評 

Ⅰ［文法４択］（標準）昨年並み。

Ⅱ［語句整序］（やや難）昨年よりもやや難しい。

Ⅲ［段落整序］（標準）新傾向。戸惑った生徒は多いと思われる。

Ⅳ［長文内容一致］（標準）昨年より内容的には取り組みやすい。

大問数は昨年通り 4 題。全体の分量は去年までとかわらないが、大問Ⅲに新たに段落整序が出題され

た。全体では昨年並。目標は 65%。 
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