近畿大学医学部(前期)2014年度入学試験 解答速報 英語
平成 26 年

Ⅰ

1 月 26 日 実施

文法・語法
(1)

イ life : for the life of me「どうしても」

(2)

ア happened : happened along「たまたま通りかかった」

(3)

エ perseverance :「根気強さ」

(4)

イ one : one to leave food on his plate「皿に食べ物を残す人」

(5)

ア as : as is often the case「それはよくあること」

(6)

エ against her better judgment :「不本意ではあるが」

(7)

ウ place : couldn’t place her「彼女が誰であるか分からなかった」

(8)

ウ worth your while : it will be worth your while to ~「～することは無駄ではない」

(9)

エ better : ~ got the better of her「～が彼女の自制心を打ち負かした」

(10) イ much good : do him much good「彼にとって非常に有益である」

Ⅱ

正文選択
(11) ウ

Her maiden work was so widely accepted that it overshadowed her other works.

(12) ア

Scientists should put emphasis on rationality and empiricism, but sometimes they can speak of their
dreams with excitement.

(13) イ

It is desirable to live long, but what counts more is what one has done in life.

(14) ウ

We're at increased risk of catching cold and flu viruses during flights, due to the close quarters.

(15) エ

When I entered a luxurious restaurant, the waiter looked disapprovingly at my jeans.

(16) イ

She is obsessed with the idea that unless she has read all the books on the shelves, she cannot keep up
with the complexity of the present world.

(17) エ

This game is the final. No room for bad play!

(18) ア

You don't know half of what you think you do.

(19) ア

She tried to fade into the background at the office. But the new manager singled her out for the
important job.

(20) イ

Ⅲ

I heard you were going to stay in Kyoto for one day. You'll probably need more time to do it justice.

語句整序
(21) カ

(22) イ

43% of the people surveyed think wearing glasses makes people look more intelligent.

(23) オ

(24) エ

You should keep an eye out for pickpockets in Paris.

(25) エ

(26) カ

Yuki passed the math test by the skin of her teeth again.

(27) カ

(28) オ

It would not be straightforward to devise a test of happiness.

(29) エ

(30) カ

It is easier to follow traditions than to challenge them.

Ⅳ

Ⅴ

空所補充
(31) エ

some reference to A 「A について何か述べること」

(32) イ

provide only partial explanation for A 「A の一部を説明するにすぎない」

(33) ア

social relations and consciousness 「社会的関係と社会的意識」

(34) ア

assume a pivotal function 「軸となる役割を負う」

(35) ウ

have been around for less than three decades 「３０年近く存在している」

(36) エ

stand on the shoulders of A 「A を手本にする」

(37) イ

owe one's existence to A 「A のおかげで存在している」

(38) ア

acknowledge the full historical record 「歴史的記録を完全に認識する」

(39) エ

the domestication of wild plants and animals 「野生の動植物を家畜化し栽培すること」

(40) ウ

constitute a new phenomenon 「新しい現象となる」

長文総合
(41) ウ：2 段落目の冒頭の一文を参照。

(42) イ：ここでの natural は「生まれつき」の意味。

(43) イ：
「外科手術で皮質を除去された猿は、檻の中の正常な仲間とかろうじて区別がつく程度であり、これは
極めて直感に反する観察である」
。次の文と整合的。

(44) ウ：3 段落の第 1 文、because 以下「辺縁系は記憶の形成にとって中心的な組織を含む」に一致。

(45) ウ：put a finger on...は「...を特定する、突き止める」という意味の熟語。

(46) イ：
「しかしながら私たちは典型的には感情を高ぶったり落ち込んだりしたものとして記述し、中立的なも
のとしては記述しない」
。後ろの、感情においては中間的な状態が重要という流れの導入として適切。

(47) イ：
「患者は、懸命に落ち着こうと努めても、彼らの基本的な医療的条件と、心的状態を制御することの限
界によって、発作を起こしてしまう」。本文の下線部は「にもかかわらず、意思を最大限に発揮していて
も患者は発作を起こす。なぜならば彼らは根本的な医学上の問題を抱えており、そしてまた自分の意思
でできることには限界があるからである。
」

(48) エ：
後ろに「薬なしでも一時的に状態が改善する」とあるので、
「薬を与えられずに」の意味になる taken off
を選べる。

(49) エ：
「感情は意識の中にある」。
「意識は一種の感情である」というのがこの文章の主旨なので不一致。

(50) ウ：
「通常、私たちは感情にとって典型的とは考えられていない中立的な状態にある」
。5 段落目の最後の一
文「最もしばしば、私たちは感情にとって典型的と考えられている高揚した状態と落ち込んだ状態のど
ちらかにあるのではなく、非常に落ち着いたものであるこの中間状態にある」に一致する。

講評
形式：昨年と同じ
内容：
Ⅰ（文法・語法）イディオムと語法を問う出題が多い。基本的な文法を落とさないことがカギ。5 割
Ⅱ（正文選択）昨年並みでやや難。6 割
Ⅲ（語句整序）昨年より易化し、標準的な問題。8 割
Ⅳ（空所補充）昨年よりやや難化。消去法で答えは出せるが、選びにくいものが多い。6 割
Ⅴ（長文総合）形式・難易度とも昨年並み。専門的な内容で話が読み取りにくいかもしれない。文脈を正確
に把握していないと答えられない問題が多い。6 割

全体としては昨年並みで、6 割強が目標。標準的なレベルの問題を丁寧に解いて正解できればよい。
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