
＜解説＞

１ 

1. 
(1)  (b) the leading cause of (preventable) deaths 

「予防可能な死の主因」

(2)  (d) ~ be (attributed) to unhealthy diets and a lack of physical exercise 
「～は不健康な食生活と身体の運動の欠如が原因である」

(3)  (a) a steady (decline) in the number of Americans who use tobacco 
「アメリカ人の喫煙者数の着実な減少」

(4)  (c) be (compounded) with ~ 
「～によって一層ひどくなる」

(5)  (b) ~ has continued to climb to (epidemic) proportions 
「～は大幅に増加し続けている」

１ 

1. 
2. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(b) (d) (a) (c) (b) (c) (e) (h) 

２ 

(1) (2) (3) 

1 3 6 1 3 6 1 3 6 

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

３ 

(A) その方法は採点するのに便利であるが、記述を必要とするテスト類

ほど上手くは生徒の記述能力を評価することが出来ないと批判さ

れている。

 (B) Students in France take tests that evaluate their logical 
writing skills.

４ 
1. 2. 3. 4. 5. 

(a) (c) (a) (b) (d) 

５ (a) (b) (c) (d) (g) 

６ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(b) (c) (a) (d) (d) (a) (c) (a) (b) (b) 

７ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(c) (c) (b) (b) (a) (c) 
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2. 
(c) The trend of overweight and obese Americans has been steadily increasing over the years. 

最終段落全体が根拠となる。

(e) Health officials believe that Americans should reduce the amount of food they consume. 
第 5 段落第 2 文 American health officials are particularly worried about portion sizes at dinner tables and the 
amount of food many people think is actually needed to fill them up. が根拠となる。 

(h) Tobacco-related illnesses still account for a large number of deaths in America. 
第 4 段落第 1 文 Tobacco-related illnesses resulting in death still ranked high on the list in 2014, ~ が根拠と

なる。

２ 

(1) (  c  ) (  a  ) (  d  ) (  f  ) (  e  ) (  b  ) 
The purpose of (the holiday is for those about to turn 20 years old to commemorate their becoming 
adults in Japanese society). 

(2) (  e  ) (  d  ) (  a  ) (  f  ) (  b  ) (  c  ) 
Another reason for the (high popularity of this holiday is that youth take part in ceremonies and social 
gatherings held across) the country. 

(3) (  e  ) (  a  ) (  f  ) (  b  ) (  d  ) (  c  ) 
In fact, some twenty-year olds take on new (responsibilities such as paying for their college tuition on their 
own and paying their own way in life). 

４ 

1. (a) JNR
第 1 段落第 3 文に、JNR は貨物輸送を行っており、分社した 7 社のうち 1 社だけが全国の貨物輸送

を引き継いだとあるので、JR West は貨物輸送を行っていないと分かる。

2. (c) Compensation by the government spoiled its management.
第 4 段落第 1 文に、JNR の時代には政府が赤字を補填しており、そのために規律ある経営管理を維

持することが難しかった、とある。

3. (a) Some passengers have to change trains more times than before.
第 5 段落第 2 文に、6 社に分社してから会社の境界を越えて走る列車が減ったとあるので、乗客が

乗り換える回数は増えている、と言える。

4. (b) motivated
第 6 段落に、都市圏で操業している会社は、JNR の時代より乗客が増え、増収しているとあるので、

会社の士気は上がっている、と言える。

5. (d) The seven JR companies now enjoy smooth business relationships with one another.
第 5 段落第 3 文に、JR 各社は列車の運行スケジュールについて他社と交渉したがらないとあるの

で、JR 各社間の経営の連携がうまくいっている、とは言えない。

５ 

(a) ~ which is made from aluminum  【is → was】 
(b) ~ cared with her opinion  【with → about】 
(c) I ought to put ~  【ought to put → ought to have put】 
(d) ~ she made it a real  【made it a real → made it real】 
(g) ~ what she say  【say → said】 



６ 

(1) (b) ~ was (deemed) unconstitutional  「～は憲法違反だとみなされた」 
(2) (c) all (continents) except Antarctic  「南極大陸を除いたすべての大陸」 
(3) (a) (consolidations) allow them to cut their costs  「合併によってコストを下げることができる」 
(4) (d) the food (consumed) by penguins  「ペンギンが摂取する食べ物」 
(5) (d) ~ made its (debut)  「～がデビューした」 
(6) (a) they are (spoken) by others  「他の人たちがその単語を話す」 
(7) (c) ~ (tend) to have fewer amino acids  「～のほうが含まれているアミノ酸が少ない傾向がある」 
(8) (a) ~ was (given back)  「～が戻ってきた」 
(9) (b) through the (arteries)  「動脈を通って」 
(10) (b) its main source of (energy)  「主なエネルギー源」 

７ 

(1)  (a) reunion [juː] (b) butte [juː] (c) asunder [ʌ] (d) euphoric [juː]
(2)  (a) whiffed [(h)w] (b) whale [(h)w] (c) whole [×] (d) wharves [(h)w]
(3)  (a) lambaste [æ] (b) mislabel [ei] (c) callous [æ] (d) cacophony [æ]
(4)  (a) crucify [uː] (b) mesquite [iː] (c) behoove [uː] (d) flue [uː]
(5)  (a) consigns [n] (b) songstress [ŋ] (c) cufflink [ŋ] (d) angularity [ŋ]
(6)  (a) disown [ou] (b) burrow [ou] (c) avowedly [au] (d) bestowal [ou]

講評 

１［長文］（標準） 空所補充は若干難化。内容一致は例年並。受験生にはなじみのある内容。 
２［文中語句整序］（標準） 文章は平易。設問も例年より少し取り組みやすくなったが、構造と意味

の両方を意識して解くことが求められる。

３［和訳・英訳］（やや易）大きく内容がつかめれば、訳語にそれほど苦労するところはない。英訳

も問題文中の表現を使えば書きやすい。

４［長文内容一致］（標準）昨年の会話問題から形式が変わった。文章は平易だが設問には慎重に対

処したい。

５［誤文選択］（難） 昨年の正誤問題から形式が変わった。全問正解は難しい。

６［語法］（標準） 昨年に比べ全体的に解きやすくなった。

７［発音］（やや難） ここ数年易化していたが今年は難化。類似した綴りの単語から発音を類推

することが求められる。

全体として昨年よりやや難化。目標は 65% 
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