
Ⅰ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

イ ウ エ エ イ エ ア ア エ イ 

Ⅱ 
11 12 13 14 15 16 17 18 

ウ イ ア イ イ イ イ ア 

Ⅲ 
19 20 21 22 23 24 25 26 

オ オ イ エ ア ウ ア ウ 

Ⅳ 
27 28 29 30 31 32 33 34 

エ ア ウ エ イ ア ア イ 

Ⅴ 
35 36 37 38 39 40 41 42 

ア オ エ ア ウ イ ア オ 

Ⅰ 文法・語法

(1) (イ)  be reminded of A「A を思い浮かべる」

(2)  (ウ)  be discreet about A「A に用心する、A に関して慎重である」

(3)  (エ)  be all but over「ほとんど終わっている」

(4)  (エ)  proved to be in vain「無駄であった」

(5)  (イ)  chemistry「（人間同士の）親和作用、相性」

(6)  (エ)  the other way round「逆で、反対で」

(7)  (ア)  composure「落ち着き、平静さ」

(8)  (ア)  inherent in A「A に内在する、A にもともと備わっている」

(9)  (エ)  otherwise「他の点では、それを別にすれば」

(10)  (イ)  her suggestion that he (should) stay at home「彼が家にいることを彼女が提案したこと」

Ⅱ 正文選択

(11)  (ウ) We’ve got a strict citywide antismoking ordinance now, so if you smoke here, they’ll fine you

2,000 yen. 

(12)  (イ) Actually, the word order is different between Japanese and English; so when it comes to long

sentences expressing complex ideas, it is practically impossible to interpret them simultaneously. 

(13)  (ア)  We have some people around us who are not talkative, but whom we will certainly miss when

they are not here.

(14)  (イ)  Once Japan used to be a very distant country. But today the lifestyles of people in Tokyo are

introduced to New York and Paris in no time at all. 
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(15)  (イ)  That doctor is very popular among his patients, because he is kind enough to be willing to take

any trouble for them whether they are rich or poor. 

(16)  (イ)  It is not looks and manners but character that should be the standard by which to judge a person

fairly. 

(17)  (イ)  Even those researches which seem to be of little use at present will probably count for much in

the long run. 

(18)  (ア)  When I have my picture taken, I make an effort to look beautiful or clever, but I immediately

grow disgusted with myself for feeling like that, and frown at the camera on purpose. 

Ⅲ 語句整序

(19) (オ)  I thought you may have gotten drunk and decided to come here to talk me out of rejecting your

proposal. 

(20)  (オ)  In the stone age, there was only one way in which people could keep great happenings from

being forgotten. 

(21)  (イ)  Bad habits are hard to get rid of once acquired.

(22)  (エ)  Seldom does any decision produce results that are only good.

(23) (ア)  In order to make a deep study of medicine, you must be well grounded in biology.

(24) (ウ)  So-called “survival of the fittest” refers to a situation where only the strongest continue to live.

(25)  (ア)  When is it not considered appropriate to lend someone a helping hand?

(26)  (ウ)  You cannot help being surprised to see how every creature is adapted to its surroundings.

Ⅳ 空所補充

(27)  (エ) That reasoning is logical「その推論は理にかなっている」

(28)  (ア) major diseases such as ~ involve cell damage caused by …「～のような重病は…によって

もたらされる細胞の損傷を伴う」

(29)  (ウ) be less likely to suffer from ~ 「～を患う可能性が低くなる」

(30)  (エ) antioxidants, such as ~, have failed to prevent or control disease「～のような抗酸化物質は

病気を予防することも抑制することもできない」

(31)  (イ) the strategies that plants have evolved over millions of years 「何百万年もかけて植物が生

み出してきた戦略」

(32)  (ア) Bitter-tasting chemicals made by plants act as natural pesticides.「植物によって生み出され

る苦い味のする化学物質は天然の殺虫剤として働く。」

(33)  (ア)  their ability to adapt to still more stress 「さらに強いストレスに順応する能力」

(34)  (イ) Understanding hormesis’s effects 「ホルメシスの効果を理解すること」



 

Ⅴ 長文総合 

(35)  (ア)  後続の 1 文に “without knowing he can see anything at all” とあり、「[これらの特別な行

動をしていることについて]何ひとつ知らずにいる」という内容と予想できる。

maneuvers 「巧みな操縦；巧みな処置」 

(36) (オ) 第 2 段落の構成から、①TN 氏の症例②その他の一次視覚野損傷による失明の症例③

健常者に同様の現象を引き起こす事例、という流れを推測できる。健常者の話題は①、

②の中には一切含まれていない。 

(37)  (エ) 「ブラインドサイトの研究は現在、大脳皮質の損傷によって失明した人が保持してい

るかもしれない知覚能力を理解すること、そしてどの脳領域と神経回路がこの能力を担

っているのかを判定しようとしている。」 

(38)  (ア) TN 氏に見られる無意識の脳機能は我々の日常生活の中でも絶えず、目には見えずと

も働いている、という内容を推測できる。他の選択肢が明らかに文脈に矛盾する。 

(39)  (ウ) 続く段落の冒頭に “Disbelief” とあり、同義の skepticism を選ぶ根拠となる。 

(40)  (イ) counterintuitive 「直感に反した」と同義の語としては、unreasonable, illogical などがあ

るが、選択肢の中で一番近いのは intangible [あいまいな・漠然とした・不可解な]だろ

う。他の選択肢が明らかに異なる。 

(41)  (ア) 「目が見えないと訴えている人物にも見えているものがある、というのは一見すると

道理に反している」という内容に続ける。Yet でその内容を否定する方向を作る。Nor 

を利用して③→①を確定。④は①の例に当たることから(ア)に決まる。 

(42)  (オ) 第 3 段落の空所(38)を含む 1 文が根拠となる。 

 



講評

今年度より、後期試験も医学部独自試験が採用され、推薦入試・前期試験と同形式・同内容となった。

大問数は 5。大問Ⅰの小問数が 10、それ以外の大問はそれぞれ小問数が 8。 

Ⅰ（文法・語法） 推薦入試・前期試験に比べて語彙はかなり易しく、選択肢は選びやすい。

Ⅱ（正文選択） 正誤問題の基本的な論点を押さえていれば取り組みやすい、基本的な問題が多い。

Ⅲ（語句整序） 空所の位置から品詞が確定し、答が決まってしまう問題が多く、難問もない。

Ⅳ（空所補充） 「野菜が体によい本当の理由」。語彙レベルは高くなく、選択肢は選びやすい。

Ⅴ（長文総合） 「失明した人に見られるブラインドサイトという現象」。文脈を踏まえた語句挿入、文挿

入、文整序で少し考える要素があるが、総じて選択肢は選びやすい。

全体としては推薦入試・前期試験よりもかなり易しく高得点勝負。全体で 8 割が目標。 
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