
【Ⅱ】
【大　意】
　若者についての最近の調査によれば、デジタル・コン
テンツをオンラインで編集、創造することのできるキャリ
アを望んでいると、半数以上の若者が言った。このキャ
リアには、ブログ作成（ビデオブログ作成）、e スポーツ
（オンラインでのビデオ・ゲームのプレイ）、そしてもちろ
ん有名なユーチューバ―が含まれる。しかし、このあら
ゆる魅力と多くの金銭を手に入れる可能性にもかかわら
ず、成功したオンラインのゲーム選手あるいはユーチュー
バ―になることは見た目ほどに簡単ではない。たとえば、
著名なわずかな人々の成功にもかかわらず、プロのユー
チューバ―の多く（96.5％）は 1 年あたり16,800アメリ
カ・ドル以下の収入である。成功するために必要な仕事
と技能を、若者がよりよく理解することが重要である。
　ブログ作成者は、新しいよりおもしろいチャンネルからく
る競争についてたえず心配しなければならない。週 50
時間以上を費やして、フィルムを現像し自分のチャンネル
にアップロードする前にビデオを編集することは珍しくな
い。金銭を稼げるゲームのために得点を上げるために毎
日13 時間必ず練習するe スポーツ選手にとっても同じこ
とが言える。成功するためには、ビデオを創作しアップロー
ドすること以上に、デジタル・メディアの創作者は、視
聴者のためのオンデマンドのビジネスならではの必要性に
どうやって対応するのかを知らなければならない。デジタ
ル上の寿命はとても短いということが真実だ。チャンネル
を始めたり競争に参入してすぐに多くの金銭を稼ぐという
のは、非現実的である。この種の暮らし方は誰にも向い
ているわけではないが、もしも才能と必要な持続力があ
るなら、そして自ら進んできつい仕事をしたいなら、信じ
られないほどに輝かしい豊かな未来をもたらすかもしれ
ない。

【解　説】
　最近の若者の多くが、ブログ創作者やユーチューバー
や e スポーツ選手などを志望していることを話題に述べ
ています。
　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。

【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

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

（各 2 点×10）

【解　答】　（30 点）

11 ⑦ 12 ③ 13 ② 14 ⑥ 15 ①
16 ⑨ 17 ⓪ 18 ⑤ 19 ⑧ 20 ④

（各 3 点×10）

　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の長文は、デジタル・コンテンツの創
作者を志望する若者が多いことについての記述です。
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。Juri が旅行会社
に電話してパック旅行について問い合わせています。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の長文は、サメに
ついて説明しています。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。大問Ⅴは対話形式の英作
文です。

出題のねらい

【解　説】
（1）	 動詞の不定詞の問題です。
（2）	 関係代名詞の問題です。
（3）	 関係副詞の問題です。
（4）	 接続詞の問題です。
（5）	 助動詞の問題です。
（6）	 前置詞の問題です。
（7）	 時制の問題です。
（8）	 仮定法の問題です。
（9）	 イディオムの問題です。
（10）	ことわざの意味を理解していることを問う問題で

す。
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【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

21 ① 22 ⑤ 23 ⑦ 24 ④ 25 ⑧
（各 3 点×5）

【解　説】
　Juri が旅行会社に電話して、クジラを観察するパック
旅行について問い合わせ、その内容についての情報を
聴き取り、最後にはパートナーと相談したうえで返答する
ことになります。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】
　『ジョーズ』のような映画ではパニックを引き起こす怖
い肉食動物、あるいは「魚は友だち、食べ物じゃない」
と約束する『ファインディング・ニモ』のアニメのキャラク
ター、このようにして、サメは過去数十年間にわたって
映画とテレビで様々な方法で描かれてきた。これらの描
写のうちの大部分はサメを否定的な、恐怖と不安を引き
起こすものとして描いている。
　ますます多くの人々が水中スポーツを行うにつれて、
シュノーケルを使って泳いだりあるいはもぐったりする人と
同じ水の中にいるサメへの注目が高まっている。毎年、
人を襲うサメが増えていると聴くのは珍しくない。こうした
ことが増えている理由を、気温が高くなること、海亀が
巣作りする季節になること、より多くの人が浜辺にくること
であると信じている人は多い。それにもかかわらず、サ
メの専門家は、サメが襲う危険性はきわめて低いと素早
く指摘する。事実、サメが人にとって脅威であるよりも、
むしろ人類がサメにとって脅威なのだ。多くのサメの種
は漁によって脅かされており、漁は毎年何百万ものサメ
の死をもたらす。1000 万のサメが毎年人間によって殺さ
れていると推定される。その原因のひとつは、アジア系
珍味のサメのヒレスープの需要にこたえる、不法なサメ
のヒレ捕獲である。他方、サメに襲われる確率はおよそ
1150 万分の１である。サメの襲撃はしばしば死に至らな
い。サメによって殺される確率は 2 億 5000 万分の１で
ある！これを広げて考えてみると、自動販売機が落ちてき
て死亡する確率は 1 億 1200 万分の１である。言い換え
れば、サメの襲撃で死亡するよりも、自動販売機で死亡
するほうが、確率が高い。
　このように不要な恐怖によって、多くの人々はこの魅力
的で驚嘆すべき生き物を理解していない。長さで 10 セ
ンチメートルから20メートル以上にまでに渡る、数百種
のサメがいる。それらは、世界中のほとんどすべての海

洋的環境の中で見出すことができ、恐竜の時代から存
在している。サメの学名は elasmobranchii である。サ
メは魚の一種であり20 年から150 年どこでも生きること
ができる。サメには骨がなく、人の鼻の中にあるのと同じ
物質であるカートリッジがある。通常の魚のような骨をも
たないため、ヒレは曲がらず他の魚のように動くこともな
い。さらに、サメの歯には歯根がない。ふつう1 週間た
つとサメの歯は落ちて、新しい歯の列が取って代わる。
サメは典型的にはそれぞれのあごに 5 から15 の歯の列
をもつ。珍しいことに、サメの肌を覆っているのは鱗でな
くdermal	 denticals でり、これは人の歯に見られるも
のに似たエナメルで覆われた小さなプレートである。この
ためサメの肌はとても耐久性がある。
　サメには側線系があり、これは側面で水の中の動きを
感じとる方法である。これによってサメは餌をみつけ、夜
や視界が乏しいときに物体にぶつからないように航行す
る。この側線系はサメの肌のすぐ下にある液体に満たさ
れた管の網状組織からなっている。周囲の水の圧力が
この液体を振動させる。サメは肉食であり、おもに魚、
海獣（イルカやアザラシのような）、他のサメを捕える。
サメの種の中にはかめ、かもめ、貝、プランクトン、オキ
アミを食するものがいる。
　酸素を受け取るために、エラの上を水が動き続けるよ
うにする必要がある。このために多くの人々はサメは眠
らないと考える。実は、サメは活動しながら休憩する時
間帯をもち、このときサメは「睡眠遊泳」している。こ
の間、サメは休憩するために脳のいくつかの部分を止め
ながら、それでも水中を動いている。
　サメの中には oviparous であるものがいる、つまり卵
を産むのだ。他のサメは viviparous、つまり人間のよう
に子どもを産む。わずかな種のサメの悪評のため、邪
悪な人食いであるという誤解をサメ一般が被る運命にみ
まわれている。実は、ほんの 10 種類のサメが人にとっ
て危険だと考えられる。それにもかかわらず、サメが肉
食であることを覚えておくことは重要である。すべての野
生動物と同様に、とりわけ脅かされたり刺激されていると
感じたら、サメには傷を負わせる能力があり、傷を負わ
せるであろうから。

【解　答】　（20 点）

26 ① 27 ③ 28 ⑤ 29 ⓪
（順不同ＯＫ）（各 5 点×4）

一般入試／英語（後期）



【解　説】
①　	第 2 段落に、内容が一致する記述があります。
②　	第 2 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
③　	第 2 段落に、内容が一致する記述があります。
④　	第 2 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
⑤　	第 3 段落に、内容が一致する記述があります。
⑥　	第 3 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
⑦　	第 3 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
⑧　	第 4 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
⑨　	第 4 段落にある記述は、異なる内容を語っていま

す。
⓪　	第 6 段落に、内容が一致する記述があります。

【解　説】
問１		（30）（31）
B の英語は以下のようになります。

It	depends	on	what	you	want	to	do	with	your	
smartphone.

日本語の大意は以下のようになります。
A:どんな種類のスマートフォンを買ったらいいのか
　	わかりません。なにか助言あります？
B: スマートフォンで何をするかによりますね。

問２		（32）（33）
B の英語は以下のようになります。

I	missed	 the	 last	 bus	 and	 had	 to	 walk	 so,I	
didn’t	get	home	until	late.

日本語の大意は以下のようになります。
A: 昨夜電話したのに、でなかったね。
B:ごめんなさい。最終バスに乗り遅れて歩かないと
　	いけなかったので、遅く帰宅したんだ。

問３		（34）（35）
A の英語は以下のようになります。

How	about	something	warm	to	drink?
日本語の大意は以下のようになります。

A: 何か暖かい飲み物はいかがですか？
B: はい、ココアがいいな。

【Ⅴ】
【解　答】　（15 点）

問１ 30 ② 31 ④ （5 点）
問２ 32 ④ 33 ③ （5 点）
問３ 34 ① 35 ⑤ （5 点）
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