
出題のねらい
　【1】は文法力と語彙力を問う問題です。高校の英語
教科書で学ぶ基礎的な文法事項や語句が出題されてい
ます。【2】は会話文ですが、定型文の知識を問うので
はなく、前後の文脈把握、会話のテーマへの理解力に
重点を置いた出題となっています。【3】は作文問題で
すが、整序形式の出題であり、英文の構造をどれだけ
正確に理解しているかが鍵となります。【4】は長文読
解問題です。平成 30 年度入試ではアメリカの医療保
険制度を解説したエッセイからの出題です。主として文
中の語句の意味を問う問題と、全体の内容理解に関す
る問題から構成されています。

【解　説】
（1）	 so	の用法と語順に注意。cf.The	 door	 is	 shut,	

and	so	are	the	windows.「ドアは閉まっているし、
窓も閉まっている。」

（2）	 S+V+C の構文です。look	 pleased で「喜んで
いるように見える」

（3）	 時制に注意してください。ここでは文の前後ともに
過去時制です。

（4）	 tell+目的語 +to	 do の構文です。cf.	Don’t	 let	
anyone	enter	the	room.	cf.	What	makes	you	
think	so?

（5）	 cf.	He	demanded	that	the	report	(should)	be	
submitted	 immediately.「報告書を直ちに提出
するよう彼は要求した。」should は省略されること
が多い点に注意してください。

（6）	 the	very	 thing	 that	 I	wanted で「私が求める
まさにそのもの」の意味です。この場合、very は
形容詞で、the,	this,	thatまたは所有格人称代名
詞を伴います。

（7）	 場所を示す関係副詞 whereを使います。
（8）	 make	good	on ～で「～を履行する」
（9）	 dying	of	curiosity=feel	very	curious
（10）「他国から生活するために来た人たち」であるから、

Immigrants「移民」が正解です。

【2】

【解　説】
（11）	Anne が自分も空腹であると答えているので、②の

「本当に腹がペコペコだよ。」が正解です。
（12）	Joe が「ミルクシェーク、それも美味しそうだな。」

と反応しているので、①の「本当に美味しいミルク
シェークも売ってるのよ。」が正解です。

（13）	Anne が一番人気のミルクシェークはイチゴ味だと
答えているので、Joe はミルクシェークの味の種類
について尋ねていると思われます。⑥の「どんな
味があるの？」が正解です。

（14）	食べたいものの名前を挙げ、本当に美味しそうだと
述べているので、⑤の「贅沢だけど、これこそ欲
しいものなんだ。」が最も適切な選択肢です。

（15）	車でなく、バイクで行こうと提案しています。駐車
場の問題が推測されますので、③の「広い駐車場
はないと思うよ」が正解です。

【3】

【解　説】
（16）	
（17）	This	 is	 the	 homework	 I	want	 you	 to	 help	

me	with.
want+目的語 +to	 do の構文に注意してください。
また、help+ 目的語 +with ～で「～を手伝う」
の意味になります。

（18）	
（19）	The	house	he	lives	in	needs	repairing.

he	 lives	 in の前に関係代名詞が省略されていま
す。need	 repairing で「修理を必要としている」
となります。
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【解　答】　（20 点）

11 ② 12 ① 13 ⑥ 14 ⑤ 15 ③
（各 4 点×5）

【1】
【解　答】　（30 点）

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

（各 3 点×10）

【解　答】　（15 点）

16 ③ 17 ② （3 点）
18 ③ 19 ④ （3 点）
20 ④ 21 ③ （3 点）
22 ② 23 ③ （3 点）
24 ④ 25 ② （3 点）
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（20）	
（21）	The	members	 of	 the	 group	 had	 agreed	 not	

to	make	any	comments	on	their	breakup.
agree	 to	 do の構文です。ここでは、否定語 not
の位置に注意してください。

（22）	
（23）	In	 the	 future , 	 automobiles	 wil l 	 be	 very	

different	 from	what	 drivers	 are	 familiar	
with	today.
be	 familiar	with ～で「～に慣れ 親しんでい
る」 の意味です。先行詞を含む関係代名詞
what(=things	which) の用法に注意してくださ
い。

（24）	
（25）	She	felt	like	telling	her	husband	how	much	

she	loved	him,	but	she	couldn’t.
feel	 like	~ing「～したいと思う」に注意してくだ
さい。また、tell+目的語 +how 節の構文理解も
重要です。

【4】
【大　意】
　アメリカの医療制度は複雑だ。日本のような国に住ん
でいる多くの人たちにとって分かりづらいのは、住んでい
る州によって医療の質が変わってくるということだ。
　私の妻と私はワシントン州とカリフォルニア州の医療制
度を体験している。ワシントン州では保険会社に支払う
保険料はひと月200ドル（22,400 円）以上だったが、カ
リフォルニアでは 5ドル（560 円）以下だった。
　ワシントン州で妻はかかとを骨折し、通院することに
なった。だが、どこの病院でもよいというわけではない。
医療保険で指定された病院に行かねばならなかったの
だ。レントゲンで 10ドル（1,120 円）かかった。それほ
ど高額ではない。しかし、その後の通院で診察を受け、
小さなギブスを装着することになったが、医療費は 500
ドル（56,000 円）を超えた。妻は請求書を受け取ると
直ちに病院に電話し、病院側は 15 パーセントの割引を
提案してきた。
　少なくとも、妻は保険に加入していた。約 2800 万
のアメリカ人は無保険だ。こうした人達は医療費を全
額負担せねばならない。一日の入院で平均 5,220ドル

（586,000 円）かかる。
　日本では、国民健康保険があり、民間医療保険は任
意の選択となっている。合衆国では、医療保険はほぼ
すべて民間の医療保険である。民間医療保険に加入し
ていなければ全額負担なのだ。
　アメリカではどのように医療保険を購入しているのか？
医療保険にはブロンズ、シルバー、プラチナとあり、ブロ
ンズは、保険料は一番安いが、自己負担額は最も大き
い。プラチナは、保険料は高額だが、自己負担額は最
少だ。保険を選ぶ際には、どれほど医者の診断を受け
るか、どれだけ医療措置を必要とするかを考慮する必
要がある。
　アメリカ人にとって、適切な医療保険の選択は健康状
態と予算次第のちょっとしたギャンブルなのだ。安いブロ
ンズプランを選べば、保険料は安いが、健康であり続け
ることを願うしかない。自己負担額が高額なのだ。重病
となれば、保険会社の支払いが始まる前に、何千ドルも
の自己負担が必要となろう。あなたは特別な治療を必要
とする健康状態なのか？その場合、保険と保険会社を
詳細に検討する必要があろう。あなたの健康状態に対
応できる保険であることを確認しなくてはならない。
　幸運にも雇用者負担の医療保険に加入できるのであ
れば（私の息子がそうなのだが）、雇用者が保険料の
全額、もしくは一部を負担してくれる。雇用者を通して
医療保険に加入できない場合、自分で保険を購入する
必要がある。
　現在、医療費負担適正化法、いわゆるオバマケアが
全米で実施されている。完璧なものではないが、保険
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無加入者の数を減らしているのだ。しかし、先行きは不
安である。
　共和党主導の下院はオバマケアの廃止をもくろんでい
る。彼らは思い通りにできるのだろうか。妻と私は（オ
バマケア存続のために）祈り続けている。

【解　説】
（26）	電話をした後、15 パーセントの値引きの申し出が

あったとありますので、請求医療費が高額だったか
ら電話したと考えられます。

（27）	およそ 2800 万人のアメリカ人は医療保険に無加入
であると直前の文で述べています。ここの They
はそうした無保険のアメリカ人を指しています。

（28）	日本では国民健康保険に加えて任意で医療保険
に加入するという意味の文です。従って、①が正
解となります。up	 to	 you は「あなたの判断次第、
判断に委ねられている」の意味です。

（29）	雇用者を通して医療保険に加入する場合について
述べた箇所です。雇用者を通して加入できない場
合、自分で購入しなくてはならないということですか
ら、ここの one は an	 insurance	 planを指してい
ます。

（30）	この the	 law	 of	 the	 land は「国法」の意味で
す。つまり、国民すべてに適用される法律ですから、
②の選択肢が正解です。

（31）	the	quality	of	care	you	have	depends	on	the	
state	 you	 live	 inとあり、ワシントン州とカリフォル
ニア州の例が挙げてあります。②の州によって医療
費が異なるが正解です。

（32）	But	she	couldn’t	go	to	just	any	hospital.	She	
had	 to	go	 to	one	 that	was	 in	her	 insurance	
plan. このふたつの文から分かるように、どこの病
院でもよいのではなく、医療保険で指定された病院
に通院する必要があります。③の選択肢が正解で
す。

（33）	Around	 28	 mi l l ion 	 Americans 	 have	 no	
insurance	 at	 all.	They	 have	 to	 pay	 the	 full	
price	of	 any	medical	procedure.ここから分か
るように、無保険者は 3000 万人近く存在しており、

【解　答】　（35 点）

26 ③ 27 ④ 28 ① 29 ① 30 ②
（各 3 点×5）

31 ② 32 ③ 33 ⑤ 34 ⑧
（順不同 OK）（各 5 点×4）

医療費を全額自己負担しなくてはならない人々で
す。よって、⑤の選択肢が正解です。

（34）	i t ’ s 	 lowered	 the	 number	 o f 	 Americans	
without	 insuranceとの指摘に注意してください。
いわゆるオバマケアで医療保険無加入者が減少し
たわけですから、⑧の選択肢が正解です。


