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(A) 野生化した猫たちは、その島々に連れてこられたペットの子孫であ

るが、４００匹以上が過去１０年かけ捕獲されて検査のために動物病

院に送られ、それから新しい飼い主に引き取られている。 

 
(B) Cats brought to these two islands were abandoned when 
residents were forced to evacuate during the war. 
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＜解説＞ 
１  
1. 
(1) (c) ~ increasing workers, ~, find themselves with heavy workloads and unable or unwilling to take 

their full holiday (entitlement).  
「ますます多くの労働者たちが、大変多くの仕事があり完全に休みをとること（権利）が出来ないもしく

はしづらいと思っている。」 

(2) (d) ~ people should be allowed to work as long as they want without limitations (imposed) by the 
state. 
「人々は国によって押しつけられた制約なしに働きたいだけ働くことを許されるべきだ。」 

(3) (b) The consequences to the health of the individual and the healthcare system ~ may be largely 
(detrimental), ~ 
「個人の健康や医療制度への影響はほとんどが好ましくないものであろう。」 
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(4) (b) ~ instead of making employees work longer hours, companies could employ more workers even 
on a (temporary) basis , ~ 
「従業員たちをより長時間働かせるのではなく、会社は一時的にでも従業員を増やすことも可能である。」 

 
(5) (c) This legislation could allow some (relaxation) of the law in certain cases, for example when ~ 

「この法律は、例えば～のようなある場合には、適用を幾分緩和しうる。」 

 
2. 

(a)  Regular breaks are important for those who work in challenging positions. 

「定期的に休憩をとることは、骨の折れる立場で仕事をする人にとって大事なことである。」 

第 2段落 4行目 From the health perspective, it is unwise for employees to do work which is mentally and physically 

demanding, ~ without taking sufficient breaks. 

「健康の観点から、従業員が十分な休憩なしに身体的にも肉体的にも骨の折れる仕事をすることは、賢明で

はない」と一致する。 

 

(d) Workers require legal assistance that they will not be asked to work too much. 

「労働者は、超過労働を要求してはいけないという内容の法的支援を必要としている。」 

第 4 段落 2 行目 ~, there is a need for legislation to guarantee the protection of workers from exploitation. 

「労働者を搾取から守ることを保証する法律が必要である」と一致する。 

 

(e)  Regular workers are often required to work long hours to their own detriment. 

「正社員はしばしば長時間働くことが要求され、結果的に害を被る。」 

第 2 段落第 6 文 The consequence to the health of ~ may be largely (detrimental), if the potentially negative effects 

of working long hours on physical health are cause for concern. が根拠となる。空所 3 の設問と連動してしまうわ

けだが、それがわからなくても、 “the potentially negative effects of working long hours on physical health” とい

うフレーズだけでも、「長時間労働が結果的に労働者に害を及ぼす」という内容を確認できる。 

 

２  
(1)    (  c  ) (  e  ) (  b  ) (  f  ) (  d  ) (  a  ) 

Last May, (Curhan joined two hedge managers from the private investment firm Gotham 
Capital to announce they had established a web site and a cash prize). 
 

(2)    (  c  ) (  e  ) (  b  ) (  d  ) (  a  ) (  f  ) 
~, (based on DNA that is missing from tumor cells but found in normal healthy cells). 

 

(3)    (  d  ) (  a  ) (  f  ) (  b  ) (  c  ) (  e  ) 
When (evaluating proposals for the prize, the group wanted to get ideas from all sources, 

including from people who are not experts in cancer). 
  



 

４  

(1)  How are preparations going for Jim’s party next week? (来週のパーティーの準備の進み具合をたずねられて) 

  (b) There is still a lot to do.    「まだやるべきことがたくさんあるんだ。」 

(2)  Can you help me with this equation? It’s really difficult. (難しい数式を解く手助けをするよう求められて) 

  (c) Sure, what’s the problem?    「いいよ。何が問題なの。」 

(3)  Hi, I’d like to borrow these six books for a week, please. (本を 6冊借りたいと言われて) 

  (a) Sorry, but we only allow four books per person. 
       「残念ながら、1人 4冊しか貸し出しできないんです。」 

(4)  What happened to the summer? It seems like it flew by! (夏が飛ぶように過ぎ去ってしまったという発言に) 

  (b) It seems like it was June just yesterday. 「6月がまるで昨日のことのようだよ。」 

(5)  Excuse me, but where is the nearest ATM? (最寄りの ATMの場所をたずねられて) 

  (d) It’s just across the street next to the pharmacy. 「ちょうど通りを挟んで薬局のとなりです。」 

 
５  

(1) (a)Giving the unstable (b)market conditions, managers (c)found themselves in an acute (d)dilemma. 

→Given 

(2) Don’t (a)let early (b)failure (c)discourage you from (d)stick to your purpose. 

                                            → sticking 

(3) Five months (a)are too short (b)a (c)time (d)to carry out the purpose. 

               → is too short 

(4) A (a)mere (b)condemn of the (c)aggression will not lend to any solution (d)of the dispute. 

            → condemnation 

(5) He (a)lay on the sofa (b)with his arms (c)folded and soon (d)fallen asleep. 

                                                → fell 

(6) In the (a)late half of the 1990’s, Internet (b)use in the world (c)doubled every 100 (d)days. 

         → latter 

 

６  
(1) (c) ~ had a remarkable (aptitude) for … 

「～は…に対するすばらしい才能[適性]を有していた」 
(2) (a) illnesses that have (afflicted) us  
         「われわれを苦しめてきた病気」 
(3) (b) a (competent) person 

「有能な人物」 
(4) (a) ~ would (hit the roof)  

「～はひどく腹をたてるだろう」 
(5) (a) In (consideration) of … 

「…を考慮して」 
(6) (c) The number of ~ (was much greater) than … 

「～の数は…よりはるかにより多かった」 



 

(7) (a) ~ was divided equally (between) … 
「～は…の間で等しく分けられた」 

(8) (d) see (as many of) … as possible 
「出来るだけ…の多くをみる」 

(9) (b) (Faced with) … 
 「…に直面して」 

(10) (d) If ~ (was coming) today, 
 「もし～が今日来れば(仮定法過去)」 

 
７  
(1)  (a) boat [ou] (b) abroad [əbrɔːd ] (c) coast [ou] (d) loan [ou] 
(2)  (a) know [ou] (b) bowl [ou] (c) throw [ou] (d) brow [bráʊ ] 
(3)  (a) tempt [p] (b) corps [kɔː] (c) peace [p] (d) cypress [p] 
(4)  (a) zealous [e] (b) cease [sɪː s ] (c) meant [e] (d) peasant [e] 
(5)  (a) archaic [ɑːkéɪɪk] (b) bachelor [tʃ] (c) chide [tʃ] (d) orchard [tʃ] 
 
 
講評 

形式：昨年と同じ。問題数は大問５で１題増加した。 

内容： 

１（長文）労働時間を規制する法律に関する文章。文章自体は平易だが、選択肢の語彙レベルが

高く、内容一致も選びにくいものが多い。昨年よりやや難化。 

２（文中語句整序）癌治療薬の開発基金に関する文章。文章中の語句整序問題だが、同格表現、

分詞構文を用いるなどかなり難易度は高い。完答は難しい。昨年よりやや難化。 

３（和訳・英訳）野生化した猫が希少な固有種である鳥を減らしているという文章。前から訳せ

ば特に迷うところのない、標準的な問題。昨年より易しめ。 

４（会話）標準的。完答を目指したい。 

５（正誤問題）標準的。完答を目指したい。 

６（文法・語法４択）語彙・語法に関する問題はやや難度が高い。６割を確保したい。 

７（発音）難易度は昨年並み。オーソドックスな出題。 
 

全体：2015年度と比べてやや難化。大問３～５の基本的な問題をどれだけしっかりととれた
か。また内容一致、語句整序は差のつきにくい出題なので語彙にまつわる問題でどれ
だけ上乗せ出来たかで差がつく。6割5分は欲しい。 
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