
　Ⅰ. ある程度の長さの文章の内容が正しく把握できて
いるかどうかを試す問題です。英語の総合的な能力が
問われます。Ⅱ. 基本的な語法、文法を問う問題です。Ⅲ. 
前後の内容から推測して、正しい発話を選択する問題
です。会話の際に用いられる基本的な表現を知っておく
必要があります。Ⅳ . 単語を並び替えて文を完成させる
ことで英作文を完成させ、基本的な構文を把握している
かどうかが問われます。

【問 1】
【大　意】
　長時間オンラインで過ごすことで、グーグル世代の
ティーン・エイジャーの脳の回路は変わってくるのではな
いか？こうした子供たちは、現実の人間よりも顔文字と親
しんでいるのではないか？こうした心配が、脳科学者た
ちから出ている。まだ確たる答えはないが、UCLA の
Dr.　Small は、インターネットやスマホなどのデジタル
機器に毎日接することで、脳の働きが変わると論じてい
る。
　インターネットに多くの時間を費やし、他者との触れ合
いに費やす時間が減ってくると、会話中に人の顔の表
情を読み取るといった基本的な社会的スキルから脳は遠
ざかっていく、とSmall 氏は主張する。だから、人との
接触に関わる脳の回路はますます弱くなると言う。これ
によって社会的に不器用になったり、非言語的なメッセー
ジを読み取れなくなったり、孤立したり、教室での伝統
的な学びに興味を持てなくなったりする。Small 氏による
と、こうした影響は digital nativesといわれる若い世
代に最も強い。
　19 歳の熱烈なインターネットユーザーの John Rowe
君は、こうした考えに賛否両論の意見を持っている。彼
はメールやゲームをして一日に 6 時間から 12 時間イン
ターネットで過ごす。彼は、自分や友達はソーシャル・ス
キルといったことでは大丈夫と思っているが、知り合いの
何人かについては Small 氏が言っていることが正しいと
考えている。
　2000 年以上も昔、古代ギリシャで、書き言葉の出現
という情報革命が起こったが、哲学者のソクラテスは、
その使い過ぎを警告した。彼は書き言葉を、昔からある
話し言葉よりも浅薄だと見なしていた。ひと昔前では、テ
レビが登場して、子供たちがより暴力的になったり、より
受動的になったり、子供の教育に支障がもたらされるの
ではないかという懸念が盛んに起こった。
　Small 氏は、現代の懸念を言い表しているわけだが、
彼自身も認めているように、digital technology が脳
の回路を変えるというはっきりとした根拠があるわけでは
ない。証明することは難しいが、それでも彼の論議は

出題のねらい 興味深く、確かに刺激的だとラトガー大学の脳科学者
の Tracy Shors 氏は言う。懐疑的な学者もいる。ペン
シルベニア大学の心理学者の Robert Kurzban 氏は、
インターネットが脳の回路を変えて社会生活に影響が及
ぼすということについてはまだまだ解らないことが多いと
言っている。
　グーグル時代の生活は読み方をも変えるかもしれな
い。普通、子供は成長するにつれて徐々に高度な分析
や理解力を可能とする脳の回路を築いていく、とタフト
大学の Maryanne　Wolf 氏は言う。そうした分析力
や理解力が「深い読み」である。ところが、それは時
間がかかるものであり、今日のインターネットの世界はス
ピードや、多くの皮相な情報を早く集めることがもっぱら
重視される。
　Wolf 氏は、子供たちが早くからオンラインのリーディ
ングにますます親しむにつれてどういう事態になるか問う
ている。脳は短絡的な回路を使うようになるのではない
か。そうなると、時間はかかるが、深い読みにつながる
リーディング回路の発達が損なわれる。こうした問題は
検討されなければならないとWolf 氏は言う。彼女は、
デジタル時代において、読解力を得るのに適した教育
が子供達には必要であると考える。
　インターネットは、実は、脳に益するのだという研究も
ある。カリフォルニア大学の Mizuko　Ito の研究による
と、オンラインで友達とメールをし合ったりすることでティー
ン・エイジャーたちは、デジタル時代に仕事や社会で使
うのに必要な大事なスキルを学んでいる。オンライン・プ
ライバシーの問題や、インターネットでどのようなメッセー
ジを掲示したり発信したりするのが適当かについての学
習もそこに含まれる、とIto は言う。

【解　説】
（１） alter は「変える」の意味で② change が正解。
（２） awkwardness は「不器用」の意味で 

① clumsiness が正解。
（３） have a point は「正しい」の意味で 

④ be correct が正解。
（４） rise は名詞で「出現、発生」の意味。したがって 

③ appearance が正解。
（５） provocative は「刺激的」の意味で 

③ stimulating が正解。

【問1】
【解　答】　（30 点）

1−②、　2−①、　3−④、　4−③、　5−③、
6−②、　7−①、　8−①、　9−③、　10−①

（各 3 点×10）
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（６） skeptical は「懐疑的な」の意味で 
② doubtful が正解。

（７） superficial は「表面的な、皮相な」の意味で
① shallow が正解。

（８） tailored は、「仕立屋」とか「服などを仕立て
る」を意味する tailorと同じ単語ですが、ここ
では「〈特別な目的・対象のために〉合わせる」
を意味する動詞の過去分詞形。したがって①
adapted が正解。

（９） appropriate は「適切な」の意味で③ suitable
が正解。

（１０） inept は「不向きな、不器用な」の意味で 
① inadequate が正解。

【解　説】
（１） ①「私たちがデジタル・テクノロジーに接すれば接

するほど、私たちの社会的能力は弱くなる。」デ
ジタル・テクノロジーの使い過ぎによってティーン・
エイジャーの社会的適応性が危ぶまれるという懸
念は確かにありますが、他方でインターネットは彼
らに社会での大切なスキルを教えるという意見もあ
り、一概にデジタル・テクノロジーはネガティヴなも
のだとは断言できません。②「インターネットは子
供たちを社会から引きこもらせる原因となるが、深
い読解力と理解力を発展させるのを助ける。」確
かにインターネットは社会的に不適合な子供たちを
作る原因になると言っていますから前半は正しい
が、スピードを重視するインターネットは浅薄な読
解力、理解力しか生み出さず、子供たちには適
切な指導が必要だと言っているので後半部は誤り
です。③「2000 年以上前、書き言葉は情報革
命であった。そしてソクラテスは、それは話し言葉
よりも劣っていると信じていた。」５段落目に、ソク
ラテスは書き言葉の使い過ぎに注意を喚起してい
たと書かれています。④「テレビが出たとき、そ
れは子供たちの教育に良い影響を与えるだろうと
人々は信じた。」テレビの登場によって、子供たち
が暴力的になったり、教育に悪い影響をもたらされ
るだろうと人々は懸念しました。

（２） ①「インターネットは子供たちの社会生活を難しく
するという意見に反して、インターネットは 10 代の
子供たちがデジタル時代に仕事をする助けになる

とする研究もある。」 下から 2 段落目には確かに
そのように書かれています。②「親たちはインター
ネットが子供たちに与える影響を心配しているにも
かかわらず、脳科学者たちはインターネットが子供
たちの役に立っていると考えている。」親たちがイ
ンターネットの影響を心配しているとはどこにも書か
れていません。インターネットが子供たちの役に立っ
ていると考えている研究者がいるのは確かですが、
しかし他方で、悪影響を与えていると懸念してい
る研究者もいます。③「デジタル・テクノロジーは
子供たちにマイナスの影響を与え、彼らの教育を
妨げるのははっきりと明らかだ。」デジタル・テクノ
ロジーについては賛否両論があってどちらともはっ
きり断定されていません。④「〈デジタル・ネイティブ〉
というのは、コンピューターとか携帯電話とかのデ
ジタル機器につい最近接したばかりで、使い方が
あまりうまくない人たちを意味する。」〈デジタル・ネ
イティブ〉というのは子供のころからデジタル・テク
ノロジーに接している人たちのことで、大人になっ
てから使い始めた人たちは〈デジタル・イミグラント〉
と言われます。

（３） ①インターネットやスマホのようなデジタル・テクノ 
ロジーは子供たちにとって害になり、禁止すべき
だ。」このようなことはどこにも書かれていません。
確かに害になると懸念している学者もいますが、
反対に役立つと考える学者もいます。②デジタル・
テクノロジーがティーン・エイジャーの脳に悪影響
を与えるかどうかは、いまだ解らない。」インターネッ
トが子供たちの脳に与える影響については、賛否
両論あってまだはっきりと解りません。③「インター
ネットは現代社会にしっかりと定着しているので、
それを非難する議論をするのは無益だ。」そういう
ことはどこにも書かれていません。インターネットが
良い影響を与えるか、悪い影響を与えるかについ
ていろいろ議論したり、研究したりするのは重要な
ことです。④「ある研究によると、インターネットや
スマホのようなデジタル機器は外国の人たちと交流
するのに必要な大切なスキルを子供たちに教える
助けとなる。」インターネットを通して子供たちは社
会生活を送るのに役立つスキルを覚えると主張す
る研究はありますが、外国の人たちとの交流の仕
方を学ぶとはどこにも書かれていません。

【問2】
【解　答】　（9 点）

11−③、　12−①、　13−②
（各 3 点×3）
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【解　説】
（1） if 節や that 節は「名詞性」 が低いので名詞と

しての使用に制限があり、前置詞の目的語として
用いることはできません。一方、which/what/
who/how/whether など疑問詞が導く節は十分
な「名詞性」をもち、一人前の名詞表現として
機能しますから動詞の主語・目的語・補語のほか
に前置詞の目的語としても使用できます。代名詞
which は、名詞的表現ですが、空所のあとに主
語・目的語・補語として名詞的表現が入る余地が
ありませんからここでは使えません。他方、接続
詞 whether は、空所のあとに名詞的表現の欠如
を要求しないので使用できます。

（2） 名 詞 表 現 people に は the/these/his など の
決定詞が付いていないので、数量表現をその
前に置きます（few/most/some people）。 決
定詞が付いている場合は、数量表現と後続す
る名詞表現が文法的なまとまりを形成できない
ので、 前 置 詞 of が 必 要になります（ 例えば、
few/most/some of the men は 正 し い が、
*few/*most/*some the men は 誤 り）。few/
most/some は数詞 two/three/four などと同様
に、決定詞のない名詞表現に直接前置し、of を
付けると誤りになります (*few/*most/*some of 
people は不可 )。loｔs は、元来それ自体が数
量表現というより名詞なので、後続する名詞表現
と文法的にまとまりを形成するには前置詞 of が必
要になります（lots of people や the number  
of people はいいが、*lots people や *the number 
people は不可）。

(3) 強調構文で疑問詞 where が強調された文で、it
が主節の主語でそれに対応する主節の動詞が
必要ですから was が正解です。could/might/
would は助動詞ですから、主語 it に対応する動
詞にはなりえません。

（4） that で始まる従属節の主動詞が仮定法現在（原
形と同形）にできるのは、主節の表現が要求・提
案・必 要などを表 す 場 合（insist/suggest/be 
important など）に限ります。false/found/true

はいずれもそのような意味をもたないので、従属
節の動詞を be にできません。

（5） 受動態で be 動詞のあとには他動詞相当表現の
過去分詞を置き、この過去分詞の目的語の場所
を空けておかなければ誤りになります（He was 
killed　　.やHe was laughed at   . は正しいが、
*He was killed him/her. や *He was laughed.
は誤り）。looked hard や smiled は自動詞の過
去分詞で、そもそも元から目的語の場所がありま
せん。また taken care では、taken は他動詞で
すが、目的語の場所に名詞 care が入っています
から誤りになります（He was taken   . はいいが、
*He was taken care. は不可）。

（6） 空所のあとに名詞的表現が欠如していないので、
関係詞節内で for which （← for the reason）
に相当する関係副詞が必要です。which は関係
代名詞ですから不可、howとas は先行詞として
reason をとることは意味的に無理があります。

（7） just/such は不定冠詞の前に置くので just/such 
a nice house となり、too の場合は too nice a 
house の語順になります。空所に使える選択肢は
very だけです。

（8） if 節が未来のことを表現しているので happened
は仮定法過去形であることになりますから、主節
では仮定法過去形の推量を表す法助動詞（woul
ｄや might など）を使う必要があります。did は、
断定の意味をもちますが、推量を表すことができま
せんからこの場合には使えません。

（9） 疑問詞を主語とした文で、do you think が挿入
的に使われています。この挿入的部分を除いて考
えれば、What is suggested by this phrase?
のように、空所には時制をもつ be 動詞を入れる必
要があることがわかります。

（10） 「（どの二人にしても）そもそも完全に似ている二
人などいない」という文意を表すと考えられるので、
no が適切です。any を選択すると「・・・似てい
るどんな二人でもいる」というほぼ意味不明（とい
うより虚偽）の表現になります。

【Ⅱ】
【解　答】　（30 点）

１４−③、１５−②、１６−③、１７−③、１８−①
１９−④、２０−④、２１−④、２２−④、２３−③

（各 3 点×10）
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うかもしれない。）　complain は「文句を言う、苦情
を言う」という意味です。後ろに if が来ることを理
解しましょう。次は主語と動詞は何になるかと順番
に考えてください。

（３） Good shoppers compare the cost of items rather 
than simply paying what is  written on the  
price tag.

　　（よい買い物客は値札に書かれているものをただ単
に支払うよりはむしろ品物の値段を比較する。）関
係代名詞 what の使い方を理解しましょう。price 
tag ～値札。

（４） Moreover, if the desire item is expensive, rather 
than borrow money to pay for it right away, 
they save little by little until they can afford 
to pay for it in cash. This avoids having  to 
pay interest  on a debt.

　　（さらに、もし買いたい品物が高ければ、それをす
ぐに買うためにローンを借りるよりはむしろ、彼ら 
は現金で支払う余裕ができるまで少しずつお金を
貯める。そうすることでローンの利子を払わずにす
む。）　ここの interest は「利子」という意味だと
いうことを察してください。interest on a debt ～
ローンの利子。having to ～しなければならない。
avoid の後の動詞は ing 形です。

【解　説】
　シカゴでポールマッカートニーや他のミュージシャンが
参加するミュージックフェスティバルに関するやりとりで
す。 24  は直前の話しで長い間ポールマッカートニー
のコンサートを見ていない、直後の話しでファンであり長
い間見たいと思っていたと話しているので、① it’s the 
first time to see him が適切です。 25  は直前の
話で開演時間が午後７時半、ニューヨークからシカゴに
車で行くには遠すぎるので飛行機でいくべきだといってい
るので、③ I’ll arrange airplane tickets. が適切で
す。 26  は、直前の話で正午までにシカゴに着くので
時間があるといっているので、観光する時間があるとい
う⑦ Yes, we can do a bit of sightseeing around 
Grant Park as it is a great place right by Lake 
Michigan. が適切です。 27  は、直前の話で他
のミュージシャンを知っているかと聞いています。⑤ I 
have a list of the performers but the only name 
I know is Paul McCartney が適切です。 28  は、
他のミュージシャンを知らないという話から新しいミュージ
シャンがでてきているのでどのようなミュージシャンなのか
わからないと話しています。このことから年を取って新し
い音楽に追いつくのはむずかしいという②が適切です。

【解　説】
（１） A good consumer is someone who  thinkｓ a 

lot  about a product before buying it. 
（よい消費者とは買う前に製品についてよく考える人
です。）　who は関係代名詞の主格です。先行詞
は someone ですから、3 人称単数で、thinksと
なります。think　a lot  about ～についてよく考
える。

（２） These shoppers may contact a company 
directly and complain if they  feel a product 
has too  much packaging. 

（こうした買い物客は、もし製品が包装されすぎだ
と感じれば、会社と直接コンタクトを取り、苦情を言

【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

２４−①、　２５−③、　２６−⑦、　２７−⑤、　２８−②
（各 3 点×5）

【Ⅳ】
【解　答】　（16 点）

29−②、30−①、31−④、32−③、
３３−④、３４−⑦、35−⑤、36−⑥

（各 2 点×8）
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