
 
１ 問1 ア 第2段落第1文 “Fieldwork is ~ , so ~ try hard to obtain funding from ~.” から

問2 エ 第2段落第3文 “Funding is ~” の主語と同じ “Without it, ~”「資金無しでは、～」

問3 イ 第3段落第4文 “~ getting information about nearby health facilities is also prudent.” から

問4 エ 第4段落第2文 “~ request the anthropologist to give details about the nature of ~” から

問5 ア 第4段落第3文 “~ ensure that the research will not be humiliating[=embarrassing] ~” から

問6 ウ 第5段落第5文 “~ because dictionaries and grammar books may not even exist ~” から

問7 ウ [1]の前では健康、後では所有物について述べられている。「～に加えて」

問8 エ [2]の前後で相反する内容が確認できる。

問9 イ “Preparing for Anthropological Fieldwork” 第1段落最終文から

問10 1-T 第1段落第1,2文 “~ romanticized. ~ relaxing in hammocks and ~” から

2-T 第2段落第3文 “Funding is ~ the proposals that have the greatest scientific merit.” から

3-F 第2段落 supporting institutions は personal belongings(第3段落)をケアしていない。

4-F 第5段落にも「人類学者が文法書や辞書を書く」とは書かれていない。

5-T 第6段落第1文 “Although every ~ has ~ unique set of ~, ~ is necessary for any ~ .” から

２ 1． イ however necessary ~「～がどれほど必要であろうとも」

2． ウ Whenever SV ~, … 「～するときはいつでも、…」

3． エ realized に続く節内のbefore に注目 過去完了形

4． ア see O doing「彼女が遊んでいるのを見た」

5． ウ would you like to do ~?  勧誘表現

6． イ to show how much I care 「私がどれだけ気にかけているか示すために」

7． イ be covered with ~ 「～で覆われている」

8． エ 過去の事実に反する仮定 仮定法過去完了

9． ウ leave nothing to be desired 「全く申し分ない」

10． ア make O do 「彼女は昼食後彼に皿を洗わせた」

３ 1． エ scholarly「学問的な」= academic
2． ウ currency「通貨」= money
3． イ enormous「莫大な」= immense
4． ア method「方法」= approach
5． イ left「出発した」= took off
6． ア show up「現れる」= arrive
7． ウ To be honest「正直なところ」= Frankly
8． エ discussion「議論」= debate
9． ウ evolved「発展した」= developed
10． イ mentioned 「言及した」= remarked

４ 1． ア Claireの3つ目の発言 “I was hoping ~ … Is it too late?” から

2． ア get on board 「乗船する、参加する」

3． ウ Claire, Tonyの2つ目の発言 “~ play ~ again ~?” “~ the matches ~ he had last season.” から

4． ア Claireの4つ目の発言 “I’d better talk with Chris ~” から

5． エ “a dime a dozen” 「ありふれている」

6． ウ 3つ目のTimの発言 “I hired Jack to be the head chef.” から

7． エ Timの2つ目の発言 “I also wanted to invite you to my place ~” から

8． イ 冒頭のTim とJerryのやりとりで同僚ということがうかがえる。
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５ 問1 イ 定冠詞、代名詞、論理マーカーに注目 a plan→the plan→It also meant
指示語に注目 For these reasons, ~

問2 エ 指示語に注目 mass immigration→This wave of people, diversity→this diversity
一般→具体の流れに注目 文化の多様性→(ex.民族料理)→さらに経済への寄与

問3 エ 時系列に注目 機器の故障→保証期限の確認→新品への取り替え

      定冠詞に注目 another one→the new one
問4 ア 指示語に注目 ~ change his routine→This change ~ do yoga→these actions

a professional→his doctor

６ (1) ウ 鶏肉の消費は 130g から 300g に増加しているので、増加量は170g
(2) エ 鶏肉の消費が頂点に達したのは 2000年
(3) イ 2005年から 2010年に増加したのは、鶏肉の他に豚肉

(4) ア どの5年の間も 30g 以上の増減が見られないのは魚

７ (1) 読者はさまざまな分野に関する世界一の記録を調べることができるだけ

でなく、自ら記録を打ち立てようとすることもできる。

(2) 公正であることは必須である一方で、また倫理的な問題を考慮し、安全

面に配慮しなければいけない。

８ (1) Now, some people use this word from the perspective of resource
protection, meaning that they shouldn’t waste things in their
everyday life. 

[別解] Currently, some people use this term from the viewpoint of resource 
conservation, which is meant to use things wisely in daily life.

(2) The word has come to take on an important role in making people all 
over the world unite to confront environmental problems.

講評： 形式・分量ともに例年および、2/2の問題並。同義語・会話問題でやや選びにくい問題はあ

るものの、マーク部分では高得点勝負が予想される。和訳も訳語の選択に悩むことを除けば

平易。英訳も前半の同格の訳出に少々工夫がいるが、全体としては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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