
出題のねらい
　大問Ⅰは文法力と語彙力を問う問題です。高等学校
の英語教科書で学ぶ基本的な文法事項や語彙・表現
が出題されます。大問Ⅱは空所補充形式で英文を完成
させる問題です。文法力とともに、文脈を理解し、英文
全体の意味を把握する力が問われます。大問Ⅲは会話
文です。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。大問Ⅳは長文読
解問題、詩を読み、書くことの人生における意味を述べ
た文章ですが、英文の要点に関する理解度を問う出題
です。大問Ⅴは並べ替えによる英文完成問題です。語
句を並べ替え、意味の通る正しい英文を完成する力を
問います。

【解　説】
（1）	 To 不定詞の問題です。order+目的語 +to 不定

詞の語順とto 不定詞の箇所が受動態になること
の理解が要点です。order は「命じる」、sweep
は「掃除する」

（2）	 関係代名詞 what の用法です。A	is	to	B	what	
C	 is	 to	D で、「A の B に対する関係は C の D
に対する関係と同じである」の意味です。「ソウル
ミュージックはアフリカ系アメリカ人にとって、日本人
に対する演歌のようなものだ。」

（3）	 come	down	with ～で「病気にかかる」の意味
です。「過去 2 年間、多くの人々がこの病気に感
染した。」

（4）	 live	up	to～で「（期待・責任）に添う」の意味です。
「京都の美しい風景は間違いなく旅行者の期待に
添っている。」

（5）	 関係副詞の問題ですが、and の前後の文の関係
を考えてください。「この町の人はみんな親しみや
すい、それこそが私がこの町を愛する理由だ。」
ここでは理由を表す whyを選択します。cf.	This	
is	why	I	came	here.「これが私がここに来た理
由です。」

（6）	 接続詞 as の用法です。Young	as	he	 is で「若
くはあるが」の意味で、Though	he	is	youngと
同様です。「若くはあるが、この選手はここまでチー
ムメイトを凌ぐ成績を残している。」

【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

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

（2 点×10）

【Ⅱ】
【解　答】　（30 点）

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

（3 点×10）

【解　説】
（11）		like	 to	 put「～するのが好き」ですから、⑧の

to	putを選びます。
（12）		Some	 people が主語ですから、ここには動詞が

入ります。into	 their	mouths が続いている点に
注意してください。stuff+A+into ～で、「Aを～
に詰め込む」となります。⑥ stuff が正解です。

（13）		by	everyone が続いていますから、ここには受動
態の動詞が入ると分かります。ここまで現在時制
の文章ですから現在形の受動態ですが、文全体
の意味は「年齢、性別、民族を問わず、マシュ
マロは世界中、すべてに人に愛好されている。」
と判断できますから、ここは①の are	 enjoyedを
選びましょう。

（14）		were に続きますからここには分詞が入りますが、
to	Franceとありますから、were	introduced	to	
France（「フランスに紹介された」）であると推測
できます。③ introduced が正解です。

（15）		Paite	 de	Guimav は最初のマシュマロの呼び名
であろうと判断できます。⑨の were	 called がこ
こに入ります。

（16）		by に続きますから、名詞もしくは動名詞がここに
入ります。「花の根を砂糖、卵の白身、水と混ぜ
合わせる」という意味となると解釈できますので、
⑤ mixing が正解です。

（7）	 助動詞 dare「あえて～する」の問題です。How	
dare で「どうして～できるのか」という意味になり
ます。「私の許可なしにどうしてこの部屋に君は入
れるのだ？」

（8）	 仮定法の問題です。全体の意味は「彼は勤勉な
学生であったに違いない。さもなければ奨学金を
獲得できなかっただろう。」です。過去の事実（「勤
勉だった」）と逆の仮定をしている訳ですから、
otherwise「さもなければ」が正解となります。

（9）	 get	overは「病気から回復する」の意味です。「こ
の病気から回復するには、少なくとも2 週間かか
るだろう。」

（10）	a	 piece	 of	 cake で「簡単な仕事、問題」の意
味です。
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【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

21 ① 22 ③ 23 ② 24 ⑧ 25 ⓪
（3 点×5）

（17）		it	 takes+日数、時間 +to 不定詞の構文です。
⑦ to	make が正解です。

（18）		how	marshmallows に続く語句ですが、how に
注意してください。「どのようにマシュマロが作られ
るのか」という意味になります。さらに時制は過去
ですから、⓪ were	madeを選びましょう。

（19）		in	marshmallow に続く語 で す から、ここは
makingを選びます。「マシュマロ作りにおいて」
の意味となります。

（20）		「マシュマロが作られているパイプの形状」という
意味になりますから、② are	made が正解です。

【解　説】
（21）		Concierge が I’ll	 show	you	 on	 this	map. と

答えているので、目的地までの道順を尋ねている
と推測できる。正解は①の Can	 you	 show	me	
how	to	get	there?

（22）		目的地までの道順の最初を説明しているのであ
るから、③の First,	 exit	 the	 hotel	 and	 turn	
right. を選ぶ。

（23）		Walk	 under	 the	 train	 tracks. に続く文 であ
るから、②の Continue	walking	 for	 about	 a	
block. が正解。

（24）		Concierge が Only	 about	 500	meters.と返答
していることから、目的地までの距離を尋ねている
ものと考えられる。正解は⑧の Is	it	far?

（25）		There	is	a	large	sign	out	front.との返答から、
目的地は分かりやすいところにあると推察できる。
正解は⓪の You	can’t	miss	it.

【Ⅳ】
【大　意】
　詩歌は何千年にもわたり存在し続けている芸術形式
です。学校で学び、人生のさまざまな機会に詩からの
引用を耳にします。しかし、本当に私たちは詩の持つ
意味を理解しているのでしょうか。私たちに大きな関りを
持っているのでしょうか。私の答えは「はい」です。詩
を読み、詩を書くことは人生を劇的に向上させます。私
がそうだったのですから。この記事でなぜ詩を読み、書
くことが重要なのかを私は述べていこうと思います。
　詩歌は書くことにおける最も強力な形式です。何故な
らわれわれの知る英語という言語を使い、それを一変さ
せるのですから。突然言葉の響きが変わり、意味も変化
します。文の様式は新たな、美しい響きを奏でます。もっ
ぱら書き手と読み手に対し、本当に新しい言語になるの
です。私たちひとりひとりに言葉が異なった意味を持つ
のですから、どの詩も同じ読み方はできないのです。こ
のため、詩歌は分かりにくい芸術形式と考えられていま
す。しかし、詩歌の理解という問題は、いかに詩歌を
読むかにかかっているのです。論理的に詩を読めば、
硬質で変化のない総体的な理解にたどり着きます。けれ
ども、感情をこめて読むと、ニュアンスや矛盾する点を
許容した理解が可能となるのです。詩を書く人は開いた
心で詩を書いています。読み手も同じ姿勢で臨まなけれ
ばなりません。すべての詩は書き手の精神と魂の最奥
の内部の動きを覗き込む窓なのです。冷静、かつ合理
的な読みかたをすると、書き手があなたとの間に作り上
げようとしている関係を拒絶することになるでしょう。詩
歌に心を開くことによってのみ十分な満足を得られるので
す。
　詩歌を旅に例えるなら、書き手を案内役として心より
信頼しなくてはなりません。不承不承の読み手は心を開
いた読み手と同様の冒険を決して体験できません。その
旅は行き詰まりと苦しみに満ちているかも知れませんし、
終わりのない喜びと幸福に満ちているかも知れません。
それでもあなたは進むのです。詩を手に取り、読み、聴
き、そして感じるのです。
　アメリカ人は統計上世界で最も不幸な国民であるとい
う危機を私たちは現在の文化状況の中体験しています。
この問題をいかに解決すればよいのでしょうか。私の答
えは、配慮と感謝と詩歌です。
　書き手の視点では詩歌を書くことは読むことと同様に
分かりにくいものです。最初に詩を書き始めたころ、常
に聞いていた助言は、練習しなさい、自分の声を見つ
けなさい、日記をつけない、ということでした。すべてを
やってみましたが、それでも私の書く詩は平坦で緩慢な
ものでした。何を見過ごしていたのでしょうか。型や模
倣できる何かを探し、アンジェロウ、シェイクスピア、オー
スティン、ワイルドの詩を私は読み漁りました。これが問

一般入試／英語（前期）



【Ⅴ】
【解　答】　（15 点）

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

（組み合わせ択一）（5 点×3）

【解　説】
（26）		第 2 段落 4 行目で、No	poem	 can	 be	 read	 in	

the	 same	 way,	 because	 the	 words	 mean	
something	different	to	each	of	us.と言ってい
ることから、詩の解釈は人によって異なることが分
かる。

（27）		第 2 段 落 10 行 目 の Opening	 your	 heart	 to	
poetry	 is	 the	 only	way	 to	 get	 fulfillment	
from	 it. から、心を開いて詩を読むことが理解に
通じるという筆者の主張が分かる。

（28）		第 5 段 落 の 1 行 目 で From	 a	writer’s	
perspective,	writing	poetry	can	be	equally	
elusive	 as	 reading	 poetry.とあることから、詩

【解　答】　（20 点）

26 ② 27 ④ 28 ⑦ 29 ⑨
（順不同ＯＫ）（5 点×4）

【解　説】
（30）（31）	
	 	How	often	do	you	come	here?
	 how	often は回数を尋ねる表現です。

（32）（33）
	 	what	kind	of	souvenir	to	buy	for
	 疑問詞 what の後に to 不定詞が続く構文です。

（34）（35）
	 	if	you’d	look	after	my	suitcase	while
	 	wonder	if の構文とlook	after の動詞句の理解が

ポイントとなります。

題だったのです。心を開こうとしていなかったのです。
詩歌は私が作り上げる仮面であると考えていました。し
かし、いかに美しく仕上げても、決して命を持つことは
ないでしょう。誰の顔にも合わないでしょう。私自身の顔
にさえ合わなかったのです。
　生命を持った私の最初の詩は深夜の暗闇の中で書か
れました。ベッドに横になり、何かが私を息苦しくさせて
いるのを感じていたのです。眠れませんでした。思いが
頭の中にもはや閉じ込められなくなるまで、その思いを
じっくりととろ火で煮詰めていたのです。日記に手を伸ば
し、書いたのです。
　傷つきやすさが鍵でした。詩歌とは一番抑圧された思
いや感情を表現することです。読む価値のあるものを書
くためには、感じていることについて自分に正直でなけ
ればいけません。立ち止まり、思いの尻尾をつかみ、引っ
張りだして、意識の中にそれを放りこむのです。目に入っ
た美や驚異を表現しようと試みることです。心と精神を
自分自身と周囲の世界に結び付けることなのです。心の
平安を見出すことなのです。
　おそらく運動や瞑想よりも詩歌ははるかに効果的なスト
レスからの救済方法でしょう。何故なら、言葉を通して
感情を表現させてくれるからです。これは感情を理解す
るだけでなく、感情をより効果的に他に伝えるためにも
役立ちます。さらに、どんな職業に就こうとも、一生に
わたり役立つ技能なのです。
　ペンを取り、自由の重荷となっているものを解き放ちな
さい。心で詩歌を読み、その影響を自ら感じるのです。
人生の意味に関する質問に対する解答と苦しみの持つ
目的は詩の中に書いてあったのです。詩は常にそこに
存在し続けていたのです。

を書くことは読むことと同様に難しいと分かる。
（29）		第 7 段 落 の 1 行 目 で Poetry	 is	 about	

expressing	 those	 thoughts	and	 feelings	we	
keep	the	most	suppressed.と述べていることか
ら、詩が抑圧され感情や思考を表現する手段と考
えていることが分かる。
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