
出題のねらい
　英語の基礎力を正確に習得できているだけでなく、そ
の基礎力を日常生活やアカデミックなシーンにおいて実際
に運用できるかを試すことが出題のねらいです。
　大問Ⅰは、文法、語法と語彙の基本知識の定着をみ
ています。大問Ⅱは、日本の外食産業の特色を述べて
いますが、空所を埋める適当な表現を見つけるために
は、文脈を正確に理解するとともに、文法や語法の知識
も必要になります。大問Ⅲは対話の問題です。部屋の
掃除の相談から、古着の売買についての話が展開され
ます。空所の前後から自然な会話の流れを理解するコ
ミュニケーション能力が要求されます。大問Ⅳは、BBC
のコラムを扱っています。文脈をたどりながら、内容を
正確に捉えることが大切です。

【解　説】
（1）	 旅行会話での慣用表現です。
（2）	 関係詞の問題です。ここでは先行詞を含む関係

代名詞が必要です。
（3）	 時制の問題です。Next	year に注目しましょう。
（4）	 動詞 remember の目的語は動名詞になります。
（5）	 仮定法過去完了の問題です。
（6）	 文意から適切な接続詞は unlessとわかります。
（7）	 文意から適切な名詞は reputationとわかります。
（8）	 文意から適切な動詞は crawlとわかります。
（9）	 過去の習慣を表現しますが、like が状態動詞な

ので used	toを用います。
（10）	suffer	 from…は、病気などで苦しむ、という意

味になります。
（11）	cannot	help の後は動名詞を使います。
（12）	文意から適切な動詞句は make	 senseとわかり

ます。
（13）	文意から適切な副詞句は「事前に」の意味であ

る in	advanceとわかります。
（14）	慣用表現（ことわざ「覆水盆に返らず」）の問題

です。no	use	となります。
（15）	capable のあとは of が続きます。

【Ⅱ】
【大　意】
　日本では外食はありふれたことで、様々な味と値段の
食事を提供するレストランがたくさんある。それに対して、
特にヨーロッパの国々では、レストランに行くのは夕食で
あり、日本ほど頻繁にレストランには行かない。多くのヨー
ロッパの国々では、日本と異なり、フレンドリーやロイヤル
ホスト、ガストのように、手頃な値段で十分な量の食事
ができるファミリーレストランはない。おそらく、こうしたレ
ストランはアメリカのファミリーレストランを真似ていて、実
際デニーズはアメリカの企業である。とても便利であるこ
と以外に、日本のレストランのいい点は、メニューが非
常に多様であることだ。洋風のメニューに加えて、和食
も提供される。アメリカ企業のデニーズさえも、日本の
チェーン店で、適当な値段の和定食を出す。もしも和食
のみ食べたいのであれば、ファミリーレストランというアメ
リカの発想を真似ながら日本人の味覚に合わせた食事
を提供する、レストランはたくさんある。他にも、伝統的
和食レストランでは、多くの寿司屋があり、非常に代金
の高い店から回転寿司の店まである。これらの回転寿
司について驚くべき点は、寿司の値段を低く抑えており、
30 年間ほとんど値上がりしていないことである。回転寿
司店で変化したことは、寿司のようで寿司でない変わっ
たものが付け加わったことである。つまり、魚の代わりに
鶏肉や鴨肉が使われている。おそらく、こうした変化は、
日本の消費者の若い世代へ適応するために行われてい
るのだろう。

【解　説】
　日本の外食産業について書かれたエッセイです。
　難易度の高い語彙は使われていませんので、空所の
前後の単語に注意しながら、まず入るべき品詞を確認し
ます。そして、文脈から意味を捉えて読み進めると解答
をみつけることができます。

【Ⅲ】
【解　答】　（18 点）

（26） ⑦ （27） ① （28） ④
（29） ⑧ （30） ③ （31） ②

（各 3点×6）

【Ⅰ】
【解　答】　（30 点）

（1） ④ （2） ③ （3） ② （4） ③ （5） ②
（6） ③ （7） ③ （8） ① （9） ② （10）	 ③
（11）	 ③ （12） ① （13）	 ① （14）	 ④ （15） ④

（各 2点×15）

【解　答】　（20 点）

（16） ⑧ （17） ⑤ （18） ⑨ （19） ③ （20） ①
（21） ⓪ （22）	 ② （23）	 ⑦ （24）	 ④ （25）	 ⑥

（各 2点×10）
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【解　説】
　この問題は、全般的に高い正答率でした。マリがベ
ンにそうじをしようと声をかけるところから始まります。衣
服の片づけの話題から、古着を慈善ショップに提供する
提案や、古着を買う話題にまで展開していきます。対話
文は情報のやりとりになりますから、話の展開に注意して
ください。

【Ⅳ】
【大　意】
　ホッキョクグマは、北極の夏が以前よりも暑くなったた
めに起こった食糧不足に適応することができていない。
科学者たちは、獲物が足りないと動物はある種の「歩き
ながらの冬眠」状態に入ると信じてきた。しかし、新し
い研究によれば、クマは食物が少ないと、単にひどく飢
えているだけである。その論文の著者らは、温暖化し
た世界でこの種の動物が生き残る見込みはかなり厳しい
だろうと述べている。
　２００８年にさかのぼれば、ホッキョクグマは米国で絶
滅危惧種に挙げられていた。当時、内務長官は、海氷
が劇的に減少することが、熊が直面する最大の脅威で
あると認識していた。
　ホッキョクグマはおもに海氷上で捕えたアザラシを食べ
て生き延びる。しかし夏に溶ける氷が増えるとアザラシ
の数が減り、その結果クマたちは食物を見つけるため
に悪戦苦闘するようになる。ホッキョクグマは多くの種類
のクマが冬に対応する方法に似た「歩きながらの冬眠」
と呼ばれる低活動状態に入ることで摂取カロリーの減少
に対応すると主張してきた研究者がいた。
　こうした考えを検証するため、科学者たちは危険で費
用のかかる試みを始めた。つまり、クマの動きを追跡し
生理学的データを記録するため、人工衛星に中継する
首輪と外科的に埋め込んだ時間を追ってデータを記録で
きる装置をクマに付けたのである。科学者たちは、アラ
スカ北部のボーフォート海で２４頭以上のクマを調べた。
彼らの結論は、夏の季節には、クマは活動を低下させ
るのではなく、食物が不足すれば単に飢えている、とい
うことだった。
　「クマの新陳代謝は、冬眠中のクマよりもむしろ、食
料が限られた哺乳動物に酷似している。」と論文の第
一執筆者であるワイオミング大学のジョン　ホワイトマン
は言った。「もしもあなたや私が数週間食べ物を制限さ
れると、最後にはクマのデータのような状態になるであろ
う。」
　食べ物のこととなるとクマは行動を変更できないらしい
のだが、冷たい海を泳ぐことには必要な適応ができるら
しい。「体の中核からもっとも外側の部分を実質的に冷
やす能力をもち、これによって内部の大切な器官を守っ

ている。これはまったく予想外で、非常に驚かされた。」
とホワイトマンは言った。
　ある雌クマが岸から氷まで４００マイルも泳いで９日間
生き延びた、という例を挙げて、研究者たちはクマの
並外れた水泳能力について詳述した。この雌クマが７	
週間ばかり後に再び捕捉されたとき、体の総量が２２％
減っており、子クマも同様であった。冷たい海でのクマ
のこの強靭な遂行能力にもかかわらず、それは、食べ
物の欠乏、それに反応して新陳代謝を低下させる能力
の欠如を補うわけではない。「冷たい北極海で泳ぐため
のすばらしい適応能力らしきものを明らかにしたのだが、
それは狩りの機会が失われることほどには、クマの運命
を決めるべき大きな役割を果たそうとしているとは思えな
い」とホワイトマンは言った。「このデータは、クマの最
終的な衰退を指し示してもいると考えている。」
　この研究の費用は法外に高く、およそ２００人と砕氷
船、そしてヘリコプタが必要だった。こうした企ては繰り
返されそうもないと研究者たちは考えている。もうひとり
の論文執筆者ワイオミング大学のメラヴ　ベン　デイヴィ
ド教授は「この費用はこうした研究としては極端に高
かったが、我々の結論は議論の余地がない、したがっ
てこの研究を繰り返す必要があると誰も感じないであろ
う、と私は思う。」と述べた。

【解　説】
問 1
（32）（33）
	 空所は、similar	 to	 the	way	 that	manyとなり

ます。接続詞の that の用法に注意しましょう。
（34）（35）
	 空所は、may	not	be	able	to	changeとなります。
（36）（37）
	 空所は、is	unlikely	ever	to	be	repeatedとな

ります。
　
問 2
①	 第１段落の終わりにある記述は、逆の内容を語っ

ています。
②	 第 2 段落に、内容が一致する記述があります。
③	 第 3 段落の終わりに、walkingという単語があり

【解　答】（32 点）

問 1 （32）④　　　（33）⑤	 （完答 4点）
（34）④　　　（35）①	 （完答 4点）
（36）⑤　　　（37）①	 （完答 4点）

問 2 （38）（39）（40）（41）②　④　⑥　⑨	 （順不同）

（各 5点×4）
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ますが、「歩きながら冬眠」という表現です。内
容は一致しません。

④	 第 4 段落の終わりに、内容が一致する記述があり
ます。

⑤	 第 5 段落の初めの記述は、逆の内容を語ってい
ます。

⑥	 第 6 段落に、内容が一致する記述があります。
⑦	 第 7 段落の初めに 400 マイル泳いだ雌クマの例が

挙がっていますが、これは一般論ではありません
から、内容が一致しません。

⑧	 第 7 段落にクマが長い距離を泳ぐことについての
記述がありますが、metabolism については述べ
られていません。

⑨	 第 8 段落の初めに、内容が一致する記述があり
ます。

⓪	 第 8 段落の終わりに教授の言葉がありますが、内
容が一致しません。
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