
出題のねらい
　【1】 基本的な語法、文法を問う問題です。【2】 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。【3】 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
かを問われます。【4】 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。

【解　説】
（1） ここは「程度・度合い」を表すｂｙが入ります。

reduce by 70%　で「７０％減らす」という意味
になります。

（2） 「入れと言わなければ入ってはいけない」という
意味にしなければならないので、「もし・・・でな
ければ」を意味する unless が正解。

（3） 未来完了形ですから、＜ will have　＋ 過去分
詞＞の形になります。 be married は「結婚して
いる」という状態を意味します。

（4） suggest that…should… の 形です が、that 節
の中の should が省略されていると考えられるの
で、助動詞の後には動詞の原型が来ます。

（5） 分詞構文で、being が省略されている形です。
be surrounded「取り囲まれている」

（6） so as to　do 「…するように、するために」の否
定形は so as not to do 「…しないように、しない
ために」となります。

（7） either A or B「A か B のどちらか」　の形です。
（8） if 節は副詞節です。副詞節の場合未来を表す時

制でも、未来形にはしません。
（9） to buyとなっているので、使役動詞は来ません。

enable to do で「…に…することを得させる」と
いう意味になります。

（10） 関係代名詞の目的格が入ります。depend on「頼
る」。　in times of trouble「困ったとき」とい
う意味です。

【解　説】
　この夏運動をしたいが、外はひどく暑い、何かいい方
法はないかとたずねて、スポーツジムに行くことを進めら
れるという会話の内容です。 11  は直後に It is cool 
there.「そこは涼しいよ」と言っていますから、thereと
はどこだということで、②の You should go to a gym 
or a swimming pool.「ジムかプールに行くべきだよ」 
が適切でしょう。 12  は直前で入会費の話になり、たっ
た￥４００だと聞いて、Jan は行く気になっているので、⑤
の Mm, that is not too bad.「うーん、それは悪くな
いね」が来ます。 13  は Just training shoes and 
suitable clothing.「トレーニング・シューズと適当な服
だけでいい」と答えているので、当然⑦の What do I 
need to take with me?「何を持って行けばいいの」
が適切です。 14  に対して、In the past you had 
to.「前はそうしなければならなかったのよ」 と答えていま
すが、何をしなければならなかったか。　もちろん①の
Do I need to enroll beforehand?「前もって入会しな
ければならないの」が適切です。 15  は、Me too「私
も同じよ」と言っていますが、何が同じかもちろんわかり
ますね。③の I really need to lose some weight.「私
も体重を少し落とす必要がある」が入ります。

【解　説】
（1） I am not a writer. Nor do I  wish to be . 

（私は作家ではありません。またなりたいとも思いま
せん。）nor は not などを使った文の後で使われる

［…もまた…ない］という否定語。否定語が文頭
に来ると倒置が行われることに注意します。

【1】
【解　答】　（30 点）

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

（各 3 点×10）

【2】
【解　答】　（20 点）

11 ② 12 ⑤ 13 ⑦ 14 ① 15 ③
（各 4 点×5）

【3】
【解　答】　（15 点）

16 ② 17 ⑤ （3 点）
18 ② 19 ⑤ （3 点）
20 ① 21 ④ （3 点）
22 ② 23 ③ （3 点）
24 ① 25 ③ （3 点）
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（2） I make it a  rule to keep  early hours.（私
は早起きすることを習慣にしています。）形式目的
語の it の使い方。to keep early hours（早起
きする）が本来の目的語です。 

（３） What a nice  smartphone you  have！  （あな
たはなんて素敵なスマホを持っているのでしょう！）

 how を用いた感嘆文の形。
（４） Why don’t you  stop thinking about quitting  

your job?（仕事を辞めることについて考えるのを
止めたらどうですか？）

 Why don’t you… は［ …したらどうで す か ］。
stop＋動詞 ing［…するのを止める］

（５） It is a pity that we’ve  got such bad weather.
（こんなひどい天気なのは残念だ。）

 It is a pity that …［…は残念だ］

【4】
【大　意】
　現在ユーモアはちょっとした科学であり、重要な研究
課題である。ある研究によると、大人は一日に１７．５回、
子供はそれ以上笑う。大人の笑いの約１１％はジョーク
から来ており、１７％は映画やテレビなどからで、残りは
人とのコミュニケーションから来ている。多くの人はユー
モアに基づいて友達やデートの相手を選んだり、結婚相
手さえ選んだりしている。
　ユーモアは人類誕生の時から存在している。言葉が
存在する前から、人は笑いを通してコミュニケートをした
と信じている人たちもいれば、また、笑いは何か危険が
去った後のほっとした気持ちとして始まったと信じている
人たちもいる。赤ちゃんが最初にするのは笑いであり、
それは話し始めるずっと前だ。
　動物にも笑うものがいる。サルは、追いかけ合ったり、
取っ組み合ったりしてほとんど毎日笑う。サルはくすぐら
れると笑い声をあげるが、それはサルと人間との関係を
証明している。ネズミもくすぐられると笑い声をあげ、く
すぐられるのを喜んでいるようだ。
　何が笑いを引き起こすのか、古くはプラトン、フロイド、
そのほかの人たちはいろいろな意見を上げている。ユー
モアは一種の＜マインド・プレイ＞であると言えるかもし
れない。それは私たち自身の姿や脳の働き方を表す。
研究によると、社交性に富んだ人はよく笑い、よくジョー
クを言う傾向にある。あなたやあなたのジョークがどれだ
け面白いか、ジョークを聞いてどんな具合に脳が反応す
るかは、あなたの年齢や知性によって異なる。また、ユー
モアは全く科学に基づいていない、感情にだけ基づい
ていると信じている人たちもいる。
　一つ確かなことは、笑いは何ら害にならない、人を気

分良くさせるということだ。笑いはいろいろな面で健康に
よい。長く笑えば多くカロリーを消費できる。ジムで運動
するのと同じだ。何よりも、笑いは簡単にできるし、全く
お金がかからない。
　もし二人の人がおもしろいことに一緒に笑えば、お互
いに良い印象を持ち合う。お互いにオープンな気持ちに
なれるし、お互いの関係が深まる。健康なユーモアの
精神を持っている人は、心配事や怒り、恐れ、悲しみを
笑い飛ばすことができる。笑いはストレスやうつ病さえ治
す助けにもなる。
　研究によると、ユーモアの受け取り方は男女で違いが
ある。全体に、男のほうがよくジョークを言っておもしろく、
一方、女はそれらに対して多く笑う傾向にある。ジョー
クに対する反応が素早いのが男で、大笑いするのは女
だ。インターネットのデートサイトでは、男は自分たちのお
もしろさを言う傾向があり、女は笑わせてくれる人を求め
ている。このことを知っていれば結婚相手を探すよい戦
略になるだろう。
　ユーモアは世界の見方を変えることができる。過去の
恥ずかしい失敗も愉快な話になるかもしれない。うまい
ジョークを言ったり、おもしろい話をしたりするには、よく
思考をめぐらすことが必要だ。それは短くて、ひねりの
あるものでなければいけない。自分のジョークに自分で
笑ったりするのはあまりいいことではない、ということを心
にとめておくことだ。

【解　説】
（1） ④が正解。something of　a …は「ちょっとした

…、かなりの…」という意味。
（2） be around は「存在する」という意味。省略され

ているものを補うと、Humor has be around as 
long as humanity has （been around）.「 人
類が存在していたのと同じくらい長くユーモアは存
在していた。」という意味で①の as long as が正
解となります。

（３） depend upon「…によって、応じて」が正解。
（４） 文脈から best of all「とりわけ」が正解。
（５） 文脈から are aware of　「…を知っている、…に

気づいている」が正解。
（６） ①「ユーモアは重要な研究課題となった」は○。

１段落目参照。②「大方の笑いは人とのコミュニ

【解　答】　（35 点）

26 ④ 27 ① 28 ④ 29 ② 30 ③
（各 3 点×5）

31 ① 32 ② 33 ⑥ 34 ⑦ 35 ⑨
（順不同ＯＫ）（各 4 点×5）
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ケーションから生まれる」は○。これも１段落目参
照。１１％がジョークから、１７％がテレビや映画か
ら、残りは人とのコミュニケーションからと書いてあ
ります。③「ある人たちによると、言葉は笑いよ
り前のコミュニケーションの最初の形態である」は
×。２段落目に、笑いは言葉が存在する前から
存在したと書いてあります。④「サルはくすぐら
れるのを好み、人間とまったく同じように笑う」は
×。３段落目に人間は ha,ha,haと笑うのにサルは
pant,pant,pantと笑うと書いてあります。⑤「プラ
トンは人に笑われるのは運が悪いと考えた」は×。
プラトンは、人は他人の運の悪さを笑うと考えたと
あります。４段落目参照。⑥「研究によると、社
交的な人はより多く笑ったり、ジョークを言ったりす
る傾向にある」は○。４段落目参照。⑦「笑い
は多くの面で体にとって健康的だ」は○。５段落
目参照。⑧「ユーモアは心配、怒り、恐れのよう
に感情のひとつだ」は×。ユーモアが感情だとは
書かれていません。⑨「インターネットのデートサイ
トは男性のみがユーモアのセンスを示すために用
いる」は×。女性も利用しています。⑩「おもし
ろい話をするなら、前もってよく考える必要がある」
は○。最後の段落を参照。
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