
出題のねらい
　大学入学時までに学んだ語彙や語法、文法の知識に
底支えされた英文読解の力が正確に身についているか
だけでなく、その英語力を日常生活で運用できるかが試
されます。
　大問Ⅰは、文法、語法と語彙や慣用表現（成句）の
基本的な知識の定着をみる単文問題です。大問Ⅱは、
日本の温泉を海外からの観光客に紹介するエッセイで
す。第 2 段落からは有馬温泉についての説明がなされ
ています。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力とともに、文法や語法の
知識も必要になります。
　大問Ⅲは日常英会話の問題です。MaryがBillにペッ
トを飼いたいと相談し、猫がいいか犬がいいかと議論し
ています。この問題では、空所の前後から自然な会話
の流れを読み取る英語コミュニケーション能力が要求さ
れます。
　大問Ⅳは、コーヒーを飲む習慣が、慢性の肝疾患
による死因リスクを軽減するという研究結果とともにコー
ヒーの効能について書かれているCNN からのコラムで
す。長文問題では、限られた時間内で設問に示されて
いる内容に対して英文から必要な情報を正確に捉える
力が試されます。
　大問Ⅴは、対話文における整序問題です。日常での
やり取りを英語で正確に構成する力が問われています。

【解　説】
（1）	関係代名詞の主格の用法についての問題です。
（2）	適切な関係副詞を選ぶ問題です。「ここが面接

を受ける場所です」という意味になりますので、
whereを選びます。但し、「面接を受ける理由です」
という意味も成立しますので、whyも正解となりま
す。

（3）	「太陽は毎朝東から昇る」という、不変の真理（物
理現象や天体、ことわざなど）を示す場合は現在
形を用います。

（4）	現在の事実に反する願望ですから仮定法過去で表
します。「あんなに軽くて性能が良いラップトップの
PC があればいいのになぁ」。

（5）	「すぐにこの街に馴染むだろう」get	 used	 to の
後は名詞が入ります。

（6）	ことわざです。「まさかの友が真の友」
（7）	命令文＋or で「～しなさい。さもないと…」という

意味になります。
（8）	使役動詞の問題です。目的語の後に不定詞を取る

のは get のみです。
（9）	イディオムの問題です。「延期する」の call	 off を

選びます。call	onは「頼む・訪ねる」、call	forは「求
める・要求する」、call	down は「～するように祈る」

（10）	「このクラスのすべての生徒のうち」という意味に
なるofを選びます。

【Ⅱ】

【大　意】
　日本の温泉（hot-spring）に行くことは、リラックスす
るためにはよい方法である。日本には多くの有名な温泉
があり、「温泉（onsen）」と呼ばれている。有名なも
のには、群馬県にある草津温泉と岐阜県の下呂温泉が
ある。関西方面では、有馬温泉がおそらく最も有名で、
日本人だけでなく海外からの観光客の人気の旅行先で
ある。みな有馬町にたくさんあるホテルの一つに泊まり、
ホテルの温泉施設を利用するだろう。しかし、もしあな
たが日帰りだけならば、足湯ができる場所が町の中心部
にある。あるいは、ふたつある銭湯の一つを利用できるし、
または、宿泊しないお客に対して温泉施設を開放してい
るホテルに行くこともできる。
　有馬温泉は二種類の温泉で有名である。「金泉（gold	
hot	spring）」と「銀泉（silver	hot	spring）」がある。
金泉の湯は鉄分があるため茶色である。この湯は筋肉
の痛みや皮膚のトラブルによいと言われている。一方、
銀泉は透明で身体の関節によいと言われている。温泉
の湯は身体への医療効果が期待できるが、外国人旅行
者、特に冷涼な気候の国から来た人々にとっては温泉
の湯が熱すぎると感じるかもしれない。少しお湯につか
るだけで十分かもしれず、その代わり、このような旅行
者は有馬の狭い通りで買い物を楽しむことができる。様々
な土産物を売っている店がある。ある店は木製のおも
ちゃや人形を専門に扱っている。この店は子どもに大変
人気であるが、大人も楽しめる店である。
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【解　答】　（30 点）

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

（3点×10）

【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

1 ② 2 ②（④も可）　 3 ③ 4 ④
5 ④ 6 ① 7 ③ 8 ① 9 ②
10 ③ （2点×10）
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【解　説】
　日本での旅行先として人気がある温泉についてのエッ
セイですから、まず文脈を捉えて大意を掴み、空所の
位置と前後の単語に注意を払いましょう。そして、入れ
るべき単語の品詞を考え、文意を確認しながら読み進
めてください。

【Ⅲ】

【解　説】
　どうしてもペットを飼いたいと言い張っているMaryに、
Bill はまず猫がいいのか犬がいいのかを尋ねています。
犬が好きというMary に対し、犬は散歩させないといけ
ないから、でも、自分は猫アレルギーがあるからと、実
際 Bill はペットを飼うことに乗り気ではありません。
　この対話文は、カップルの間で交わされる日常のちょっ
としたやりとりです。こうした日常でのコミュニケーション
は言語の種類に依存するものではありませんから、対話
の自然な流れを捉えるようにしましょう。

【Ⅳ】
【大　意】
　カフェイン入り、またはノンカフェインのコーヒーを日に
3，4 杯飲むと慢性肝疾患の発症と死亡のリスクが下が
ることが、新たな研究で明らかになった。BMC	Public	
Health 誌に月曜日発表された研究によると、コーヒーを
飲む人はコーヒーを飲まない人よりも慢性肝疾患を発症
する可能性が 21％、慢性または脂肪肝を発症する可
能性が 20％低くなり、慢性肝臓病で死亡する可能性も
49％低くなるようだ。
　「コーヒーは広く親しまれている、だから、我々の研究
から明らかになった効果は、慢性肝疾患の予防的治療
の可能性を示しているだろう」と、この研究の著者で英
国サザンプトン大学医学部のオリバー・ケネディ博士は、
声明で発表している。「これは所得が低く、医療にかか
れず、そして慢性肝疾患の負担が最も大きい国々で特
に価値あるものになるだろう」とケネディ博士は述べてい
る。
　肝臓病の危険因子としては、飲酒、肥満、糖尿病、
喫煙、B 型・C 型肝炎の感染、そしてアルコールが原
因ではなく肝細胞に余分な脂肪が蓄積される非アルコー
ル性脂肪肝などがある。米国肝臓財団によると、肥満
や太りすぎ、または糖尿病やコレステロール値やトリグラ

セライドの値が高い人が罹る非アルコール性脂肪肝の診
断は、過去 20 年間で 2 倍以上に増え、米国人の最大
25% が罹患しているとのことである。米国がん協会によ
ると、肝臓がんの発生率は 1980 年から今日までの間で
3 倍以上であり「その一方で死亡率は 2 倍以上である」
という。肝臓がんの原因としては、過度の飲酒や B 型・
C 型肝炎とともに、糖尿病と非アルコール性脂肪肝が
あげられる。肝臓がんの診断は、数十年にわたり世界
的に増加傾向にある—2018 年の調査で、1990 年から
2015 年の間に世界中で症例が 75% 増加したことがわ
かった。
　世界がん研究基金によると、肝臓がんは世界で 6 番
目に多いがんであり、その約 83% は、特にアジアとアフ
リカの発展途上国で発症しているという。初期症状がな
いため生存率は低く、肝臓がんの多くの場合、診断時
にはかなり進行している。
　この研究は、生物医学データベースと研究資源を集
めている英国バイオバンクの 494,585 名の参加者のコー
ヒーの消費量を調べ、その後の約 10 年間の追跡調査
をしたものである。豆からひいたカフェイン入りやノンカ
フェインのコーヒーを飲むグループに最大の効果が見ら
れた一方、インスタントコーヒーを飲むグループにも一定
の効果が見られた。豆からひいたコーヒーはカーウェオー
ルやカフェストルが多く含まれていて、これらは抗炎症作
用が研究で確認されているコーヒー豆に含まれる二つの
抗酸化物質である。しかしながら、カフェストルはまた、
悪玉コレステロールや LDL（低比重リポ蛋白）を増加
させることがわかっている。
　これはコーヒーから得られる健康への効果を調べた最
初の研究ではない。2月に発表されたある研究では、日
に一杯以上ブラックでカフェイン入りのコーヒーを飲むこ
とが、心不全のリスクの長期的な減少に関連することを
明らかにした。またコーヒーは、2 型糖尿病、パーキン
ソン病、前立腺がん、アルツハイマー病、多発性硬化症、
メラノーマやその他の皮膚がんのリスクを低下させ、冠
状動脈石灰化のレベルを下げることが示されている。ま
たケネディ博士による先行研究では、コーヒーを飲むこと
が肝臓がんのうち最も多い肝細胞がんのリスクを減らす
ことが判明した。
　1986 年に始まったハーバード公衆衛生研究者による
追跡研究や 1976 年に始まった看護師健康調査では、
健康な男女のコーヒー摂取習慣を何十年にもわたって追
跡調査している。「コーヒーの摂取と、あらゆる原因に
よる死亡や、がんによる死亡、そして心血管疾患による
死亡のリスク増加との関係性は見つからなかった。日に
6 杯までのコーヒーを飲む人でさえ死亡のリスクは高くな
かった。」とハーバード大学公衆衛生大学院のロブ・ヴァ
ンダム博士は書いている。

【解　答】　（15 点）

21 ⑦ 22 ⑧ 23 ⑤ 24 ⑥ 25 ①
（3点×5）



【解　説】
①　	第 1 段落の最後の文で、コーヒーを飲む人の慢性

肝疾患で亡くなる可能性が 49% 低くなることが書
かれています。

②　	第 2 段落では、発展途上国での慢性肝疾患患者
が多く、今回の研究結果が朗報であることが書か
れています。つまり、こうした国々の人たちが肝疾
患の負担を低減するためコーヒーを飲んでいるとい
う問題文の内容とは一致しません。

③　	第 3 段落に肝臓病の原因が糖尿病、肥満、脂肪
肝とされ、こうした病に罹患している人たちが増え
ている記述がありますから、本文の内容と一致しま
す。

④　	第 4 段落にアジア、アフリカ地域の発展途上国で
肝臓がんが増えていると書かれています。

⑤　	第 5 段落の 2 つめの文に、豆からひいたコーヒー
を飲む方がインスタントコーヒーよりも効果が見られ
たとあります。

⑥　	第 5 段落の最後の文に、カフェストルが悪玉コレス
テロールや LDLを増加させるとありますから一致し
ません。

⑦　	第 6 段落にカフェイン入りのコーヒーを摂取すること
が心不全のリスクの低減につながったことが書かれ
ていますので、本文の内容と一致しません。

⑧　	第 6 段落にはコーヒーの摂取が 2 型糖尿病や皮膚
がんのリスクを低下させるとあります。

⑨　	第 7 段落の最初の文から、健康な男女を対象とし
たコーヒー摂取習慣の研究は 2018 年に始まったの
ではないことがわかります。

⓪　	第 7 段落のロブ・ヴァンダム博士の発言内容と一致
します。

【Ⅴ】

【解　説】
問１	空所は、can	I	have	something	to	eatとなります。

日常会話でよく使われる表現です。
問２	空所は、is	a	long	way	to	walkとなります。「駅

まで歩くと遠い」という意味です。
問３	一 般 的には、Only	 if	you	 tidy	up	your	 room	

beforehand（その前に自分の部屋を片付けたらね）
となりますが、tidy	your	 room	upという表現も事
例は少ないながらも可能です。
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【解　答】　（15 点）

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

35 		②（④を選択した場合、2点部分点）	 （5 点）

【解　答】　（20 点）

26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29 ⓪
（順不同ＯＫ）（5点×4）


