
 
１ 問1 ア 第2段落最終文 “~ , Galen was credited with discovering blood flow.” から

問2 イ 第2段落第6文 “~, he did recognize ~ and that blood passes through the heart.” から

問3 ウ 第3段落第6文 “These writings were unorthodox ~” から

問4 ア 第4段落全体から

問5 エ 最終段落第6文 “Who really “discovered” blood flow?” から

問6 エ 最終段落第5文 “Should they be given credit as well, or ~?” 対比されている。

問7 ウ [1]の前後で相反する内容が確認できる。

問8 イ [2]の前後で相反する内容が確認できる。

問9 ウ “Who Really Discovered Blood Circulation?” 第1段落の問題提起から

問10 1-T 第2段落第5文 “He thought that ~ people had to keep eating to maintain their blood supply”
2-F 第3段落最終文 “~, and his medical achievements went unrecognized” から

3-F 第4段落第4文 “He also ~, though he could not see them.” から

4-T 第4段落第7~8文 “The Age of Enlightenment~ allowed people the freedom ~” から

5-F 第5段落最終文 “~ 400 years before Galen, ~” が根拠。紀元前200年代と予想される。

２ 1． イ 構造上Sとなる名詞節が必要

2． ア 倒置と “than” に注目 「私を見るや否や～」

3． エ 主文の時制 “went off” に注目

4． ウ object to 名詞

5． エ 文末の副詞 “now” に注目 「（今）～のはずだ」

6． イ but 以下の内容から「残りたければ残れたであろう」

7． エ 疑問文なので倒置が必要

8． イ “~ if you should need ~”から接続詞 if が省略され、倒置が起こっている。

9． ウ “I wish ~” 及び文末の “yesterday” に注目 仮定法過去完了

10． ア let O C「彼らがそこに座って何もしないでいるのをやめさせなさい」

３ 1． イ keen「熱心な」=eager
2． ア prospect「見込み、期待」= possibility
3． ア annoyed「いらいらして」= irritated
4． ウ confirm ~「～を確認する」= verify ~
5． イ look up to ~「～を尊敬する」= admire ~
6． ア strangely「奇妙なことに」= curiously
7． エ provided ~「もし～ならば」= as long as ~
8． ウ Consequently「結果として」= Therefore
9． ア deserves ~「～の資格がある」= is entitled to ~
10． エ collaborate「共同作業をする」= cooperate

４ 1． ア 夫はSF、妻はロマンスが好みと2つ目のmanの発言で述べられている。

2． エ “take one’s word for it” 「～の言葉を信じる」

3． ウ 「この2日間はとても忙しい」と4つ目のmanの発言で述べられている。

4． エ 1つ目のman, 3つ目のwomanの発言からビデオ・レンタル屋での会話と予想できる。

5． ア “bite off more than one can chew” 「手に負えないほどの仕事を抱える」

6． イ 3つ目のTomの発言にPatrickに代わって担当することを申し出たとある。

7． イ 2つ目のKarenの発言でPatrickが前年度の担当者であったとある。

8． エ 冒頭のやりとりで郵送の手続きで列に並んでいると述べられている。
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５ 問1 イ 時系列と定冠詞に注目 内戦→住民避難→国境を越える→今は避難キャンプ

問2 ウ 時系列に注目 種→発芽→果実→収穫

問3 エ 論理マーカーと指示語に注目 ボストンマラソン女性禁止→Switzer参加→偽名→完走

問4 ア 時系列と論理マーカーに注目 2セントコイン導入→人気→凋落→廃止

６ (1) エ 折れ線グラフの縦軸にはパーセンテージが書かれている。

(2) ウ 上位3社のパーセンテージは17%程度と読める。合わせると50%強

(3) エ 会社Aのシェアが劇的に増加したのは8月から9月にかけての時期

(4) イ 同時期に残り4社の数値は減少方向にある。

７ (1) 消費税のさらなる増税は一般大衆には広く支持されていないかもしれな

いが、政府は2015年末までに、さらに2パーセント増税することを計画済

みである。

(2) 米やパンといった日常食品については税率を下げ、必需品目以外は税率

を上げる制度を採用している国もある。

８ (1) In fact, the more famous and popular these sightseeing ambassadors 
become, the greater economic effects they have on the areas they 
represent. 

(2) In this way, they promote regional revitalization [local activation] in 
Japan, and contribute to the understanding of people overseas toward 
Japanese culture. 

講評： 形式・分量ともに例年並み。昨年度やや難化した文整序・会話も取り組みやすい問題となり

マーク部分ではほとんど失点が許されない高得点勝負が予想される。和訳も平易で、英訳も

東海でよく出題される比較の典型例文であり、単語の選択に少々悩むことを除けばとり組み

やすい問題といえるであろう。9割が目標
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