
decided not to expandという形になります。
（8） not A but B「A ではなくB」というパターンを問

う問題です。
（9） fill in で「記入する」という意味の熟語です。
（10）It is no use crying over spilt milk. で日本語

の「覆水盆に返らず」にあたる意味を表すことわ
ざです。また、It is no use V-ing で「~しても
無駄である」という意味です。

【Ⅱ】

【解　説】
（11） This is （   ） true when foreigners...という形

は文として成り立つため、（   ）には true を修飾
する副詞が入ると分かります。ここでは「とりわけ」
という意味の particularly を選びます。

（12） put~ in ...「〜を ... に収容する、入れる」という
熟語です。空欄部の直前が be 動詞であるので、
ここでの put は過去分詞形です。

（13） be good at~ で「~ が得意である」という意味で
す。at の後ろには名詞か動詞の現在分詞形を取り
ます。ここでは「英語を話すことが得意です」と
いう意味になる、speaking を選びます。

（14） 空欄部の直前が前置詞なので、名詞か形容詞、
動詞の分詞形を入れます。making を選び、「十
分なテレビ番組を作ることが困難」という意味の文
を作ります。

（15） subtitles in the local language で「現地の言
語の字幕」という意味です。

（16） be exposed to~ で「~ にさらされる」という意味
です。

（17） watching を入れることで、「これらの番組を見るこ
とによって」という意味を表します。

（18） 空欄の直後にコンマが入っていることから、副詞が
入るとあたりをつけます。前後の文の意味関係から、

「その結果として」という意味の consequently
を選びます。

（19） 「コミュニケーションをするための唯一の共通言語」
という意味を表すために common を入れます。

（20） on a daily basis で「日常的に」という意味を表
すイディオムです。
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出題のねらい
　大問Ⅰは文法力と語彙力を問う問題です。高校までで
学ぶ文法事項や語彙・表現・ことわざなどが満遍なく問
われます。大問Ⅱは長文の空所補充問題です。文法力
だけでなく、文脈を理解する力が問われます。大問Ⅲ
は会話問題です。前後の名詞や代名詞が単数形か、
複数形かを利用して選択肢を選ぶなど、前後の文脈を
把握し、適切な応答をする力が問われています。また、
会話の決まり文句が問われることもあります。大問Ⅳは
長文読解問題です。ポケットモンスターの誕生 25 周年
に際して、著者のポケットモンスターに関する思い出が
綴られた文章で、英文の総合的な理解力を問う問題で
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、意味が通る英文を完成させる文法力が問
われています。

【解　説】
（1） 使役動詞の用法を問う問題です。let 人 know~

で「人に ~ を教える」の意味です。let は使役動
詞の中で、「〜を許す / 許可する」という意味を表
します。

（2） 仮定法過去完了の用法です。前半部分の If I 
had had some extra money という形から仮定
法過去完了形だと判断して適切な形を選んでくださ
い。

（3） 「そのレストランは 2 時までランチを提供している」
という意味で、この意味に合うuntil を選びます。
by は「~ までに」という意味なので、untilと区別
して覚えてください。

（4） 空欄以降は、history is very longとなっており、
このままだと、何の歴史なのかが分からず、冠詞
か所有代名詞が必要です。このため、所有格の
関係代名詞である whose を選びます。

（5） 時 制を問う問 題です。 空 欄の後に、for three 
daysという期間を表す表現があること、before 以
下が過去形であることから過去完了形を選びます。

（6） 関係代名詞 which や that は、前にある先行詞を
説明しますが、what は what を含む節だけで「〜
すること」という意味を表すことができます。

（7） decide は decide to Vという形を取ります。to 不
定詞の否定形は、not to Vという形を取るため、

【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

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

（2 点×10）

【解　答】　（30 点）

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

（3 点×10）



【解　説】
（21） 空欄部の前に living roomという掃除をする場所

と and があります。また直後の台詞に Can you 
clean our bedroom upstairs?とあるのもヒントに
なります。

（22） 直後の We will need to buy some more.とあ
ることから、「残りが少ない」という意味を表す⑥
を選びます。

（23） 直 後 の 文 に They should be in the closet 
next to the front door.とあるので、空欄部では
複数形の物の場所が尋ねられているとわかります。
さらに、直前で Jane が庭の枝が伸びていると言っ
ているのに対して Peter が I knowと答えているこ
とから同じく複数形のもの（branches）の場所を
尋ねている⑧を選ぶことができないため、②を選び
ます。

（24） 空欄部前の文脈から、はしごをどう動かすかという
話題であると判断します。

（25） 空 欄 部 直 後 の You can cut the branches 
safely. がヒントになります。

【Ⅳ】
【大　意】
　先週末、（後に）世界中を惹きつけることになるゲーム
シリーズの一作目である、ポケモン赤と青（日本のオリジナ
ル版では赤と緑）が発売25周年を迎えました。1996年に
始まったこの現象は、ゆっくりと形作られました。このゲー
ムが米国でリリースされたのは2年後で、私のようなヨー
ロッパの子どもたちがゲームをプレイできるようになるまで
には3年以上かかりました。しかし、ポケモンのゲームが到
着するまでに、テレビ番組やトレーディングカード、さらにこ
の少し変わった抵抗し難い魅力のある素晴らしいゲーム
と一緒に日本からやってきた多くの商品によって、人気が
爆発していました。1999年に11歳未満だった子どもで、ポ
ケモンの魅力から逃れることができた人はほとんどいませ
んでした。
　私はまさにポケマニアの第一世代にあたる年齢で、25
周年を迎え私は年を取ったなと感じています。私は何年
もの間、ポケモンをプレイするためにゲームボーイを両親
にねだりました。私の初めてのポケモンとの出会いは、任
天堂の雑誌でポケモンについて読んだことで、私は想像

の中で、これまでで最高のビデオゲームをプレイしていま
した。
　両親が折れて私と私の兄弟にゲームボーイカラーを購
入してくれて、私はこの初歩的なグラフィックだけれどなぜ
か魅力的なゲームが、モンスターを集めて戦うことと同じく
らい数学的なゲームであることがわかりました。ポケモン
は何百万人もの子どもたちに自発的に代数的思考や、ポ
ケモンタイプの有利・不利から行動の算出、進化ステータ
スの計算、ガイドブックの数字の表を調べてからチームの
構成を決定するよう仕向けました。
　ポケモンのストーリーは、主人公の子どもが外の世界
に出ていき、そこで名を成すという、古典的な子どものファ
ンタジーで、四半世紀に渡って多かれ少なかれ類似した
内容が形を変えて描かれています。ポケモンの世界の大
人は、オーキド博士や主人公のお母さんのように背景に
置かれ、協力的で愛情はあるもののあまり存在感があり
ません。ポケモンの世界が、ナルニア国物語やハリーポッ
ターのように、子どもたちが主要な位置を占める世界だと
いうことも、子ども達にとって魅力的に映る理由になって
います。11歳のとき、私はモンスターの名前、種類、攻撃
方法や進化のレベルなど難解なポケモンの知識を得てい
くことがまるで大人には分からない秘密のことばを学ん
でいるようで、興奮していました。
　今日の子供たちは、まだこの興奮を経験しています。 
ポケモンはポップカルチャーが入ってきた初期である2000
年に売り上げのピークに達したと推測されますが、ポケモ
ンは何十年にもわたって人気を維持しています。例えば
Nintendo Switchの最新ゲームであるソードとシールド
は、1999年のゴールドとシルバーに匹敵する2,000万本を
売り上げました。
　私が子ども時代にはまったもう一つの任天堂ゲームで
あるゼルダの伝説とは異なり、私はポケモンと一緒に大き
くなったとは言えないかもしれません。多くの大人がポケ
モンをプレイし、YouTubeやTwitchを使ってポケモン
で生計を立てている人もいますが、私にとってはポケモン
ゲームの続編が、どれだけきれいになり、プレイしやすく
なっても、昔のレトロでモノクロのゲームボーイの世界に
あった驚きはありませんでした。ポケモンのゲームに手を
付けることなく10年ほど経った後、20代前半に日本に頻
繁に旅行し、職場のオフィスで昼食時に対戦やトレードが
頻繁に行われていた頃、私は一時的にポケモンブラックと
ホワイトに夢中になりました。しかし私は、ブラックとホワイ
トで登場した新しいモンスターを一匹もあげることができ
ないと思います。私にとって、ポケモン図鑑は常に151匹
で終わりです。
　それでも、ポケモンは私と同年代のゲーム世代の人達
と同じように、私の文化的意識の大きな部分を占めてお
り、私のポケモンに対する愛情は根強く残っています。そ
れは、私が初めて手に入れたポケモンにちなんで、カスタ
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【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

21 ⑤ 22 ⑥ 23 ② 24 ① 25 ③
（3 点×5）
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ムメイドのリザードンシャツに本当にばかげた金額を費や
したということからも明らかです。

【解　説】
（26）-（29）
② 1996 年から 3 年後にヨーロッパでポケモンが発売

されたことから、1999 年にヨーロッパでポケモンが
発売されたと計算することができます。

③ 両親にゲームボーイをねだった期間について第二
段落に for years（数年間）とあるので、筆者が
すぐにゲームボーイを手に入れられたわけではない
ことが分かります。

④ ポケモンをプレイするために、 子どもたちは、
algebra（代数）的な思考をし、タイプの相性や
行動の計算をするという部分から判断します。

⓪ 第六段落後半部分で、筆者はブラックとホワイトで
出てくる新モンスターの名前を挙げることができない
と主張しています。

【Ⅴ】

【解　説】
問 1 下線部前の have は現在完了形の一部であるため

後ろに過去分詞形が来ることを予測します。下線
部の後ろに動詞の原形が来ていることもヒントになり
ます。

問 2「リビングルームの木の椅子の上」という意味にな
るように並べ替えます。in the living room で「リ
ビングルームの中」、on the wooden chair で「木
の椅子の上」の意味です。

問 3 Can から始まる疑問文の中に what time~という
間接疑問文が入っている形です。

【解　答】　（20 点）

26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⓪
（順不同ＯＫ）（5 点×4）

【解　答】　（15 点）

問１
30   ①　　 31   ⑤ （5 点）

問２
32   ②　　 33   ④ （5 点）

問３
34   ⑤　　 35   ④ （5 点）


