


























リスニングスクリプト 





解答例 



講評

[1] 総合問題 
 人間の頭蓋骨の大きさと、その人物の国籍・居住地との関連について書かれた文章である。
オックスフォード大学自然史博物館で保管されている頭蓋骨の標本を調査すると、地球の高緯
度地域に住んでいた人々の脳は低緯度地域に住んでいた人々の脳より大きいことが明らかとな
った。ではそれはなぜなのかという疑問の答えとして、考え得る 3 つの説が紹介されている。
以下、正答率が 50％未満であった問題について解説する。 
 問 2 では追加情報を導く Furthermore が多く選択されたが、正しくは空所の前にある説明の
結論を導くThus である。問 4でも追加情報を導く In addition to が多く選択されたが、正しく
は「気候や地理的要素が原因で」となるようにOwing to が入る。 
 問 8 は難問である。「高緯度に住む人々（特に女性）の脳が発達したのは、衣食住に関わる家
庭内での複雑な作業 (“family workshop”) に従事したことによる」という 3 つ目の説の概要を
読み取れるかが問われている。最も多かった誤答は (b) の「最北部に住む人々は生まれつき 
(by nature) 優れた認知能力 (cognitive abilities) を持っている」である。これは選択肢に含ま
れている語句が本文中の natural selection や cognitive performance に似ているからだと思われ
るが、表面的な語句の類似ではなく、深く内容を理解する力が求められる。 

[2] 語彙問題 
 概ねよくできていた。問 11は映画を観に行く前に上映スケジュールを新聞で確認するという
文であるので、「娯楽」欄を表す entertainment が最も適切である。問 22の空所には「熱心に」
という意味の earnestly が入る。最も多かった誤答は (c) の hardly であるが、これは「ほとん
ど ない」という意味の副詞であり、「熱 に」という意味の副詞 hard と間違いやすいので要
注意。 

[3] 正誤問題 
 問 24 の文は、more ～ than any other ～ という比較級を用いて最上級の意味を表している。
選択肢 (a) の to which を選ぶ誤答が多かったが、これはmy sister went to the university に含
まれる前置詞 to と、関係節を作るために the university から置き換えられた which をつなげて
前に移動させたものであり、文法的に正しい。問 28 では news が不可算名詞であるので、some 
of ～ の表現が使われていても動詞は has になる。半数以上の受験者は (d) の upset people を
選択したが、この動詞 upset は過去分詞形でも upset であるので問題ない。問 29 (d) の happen
は自動詞のため、受動態にすることはできない。誤答の多くは (a) の started to であったが、
start は不定詞も動名詞も取れる動詞である。 

[4] 英文読解・内容説明 
 「思考」を題材にした文章である。思考にはアイデアを生み出す創造的思考 (creative thinking) 
と、アイデアを評価・査定する批判的思考 (critical thinking) の 2 種類がある。これらは空想 
(daydreaming) とは違って意図を含む心内活動であり、教育の過程で訓練を受けて練習を重ね
ることで身につけられるスキルである。また、学術界や仕事で成功するために必要不可欠であ
ることなども述べられている。 



 問 33 は、政治についての会話の中で、どの候補者に投票するかを尋ねられた時の人々の行動
を問うている。本文の第 3 段落に「自分で様々な面から候補者を評価した上で支持することも
あれば、単に他の人から聞いたことで（思考せずに）支持することもある」と書かれているた
め、正解は (a) の「単に他の人の意見に従うかもしれない」である。問 34はやや難問である。
本文の第 4 段落に「『思考は教えることができない』や『いくつかの教科は自動的に思考を教
える』という考えのもとで教育が行われてきたが、現代の研究はそれらの両方が誤りであるこ
とを証明した」とある。ここから選択肢 (a) の「（今までの）教育では思考プロセスがあまり
重視されていなかった」ことが推測できる。選択肢 (b) の解答が多かったが、本文に「（現在
は）批判的思考の育成に重点を置くことを識者が推奨している」とあるので、誤りである。 
 問 37 41 は今年度から採用された新しい設問形式である。問 B で与えられている文章は、
本文の第 5 段落冒頭にある Good thinking skills を説明している。問 37 は 同段落 3 行目にあ
る analyze (facts) を言い換えたもので、(a) の「注意深く観察する」が最も適切である。問 39
は第 5 段落 5 6 行目にある making conclusions (after conducting research) の言い換えであ
る。様々な研究結果から「推測される」ことをまとめて述べる力も思考力の一部である。問 41
は、第 5段落最後にある (solve) problems を「『疑問や困難』に対処する」と言い換えている。 

[5] 語句整序問題 
 問 42 では、使役動詞 have + 目的語 + 過去分詞という構文を見抜けるかが問われている。
文内の空所の後が their electronic devices + turned off となっているのを手がかりにして、空所
に have + their seatbelts + fastened が入ることに気づいてほしい。問 43の文には if の省略と主
語の倒置が含まれる。正解の should you have any questions は if you have any questions とほぼ
同義であるが、フォーマルな文書では前者の表現が頻繁に使用されるので、覚えておくと便利
である。 

[6] 英作文 
 友達同士の AさんとBさんが近所で偶然出会うという場面において、Aさんの質問に対する
B さんの返答を推測して書く問題である。まず冒頭の A さんの発言から、B さんが最近病院に
入院していたことと、今は状態が改善していることがわかる。その上で調子を尋ねられている
ため、(1) の空所には入院していた理由や現在の回復具合を含んだ返答が期待される。しかし
注意が必要なのは、Aさんの 2つ目の発言に it was nothing serious とあるため、入院の理由は
重病・重症であってはならない。逆に入院を必要としない、ごく軽度の症状を含む解答も適切
とは言えない。 
 後半で A さんは、B さんが自宅療養中に何をして過ごすつもりなのかを尋ねている。最後の
Aさんの発言の中に an interesting project があることに注目すると、(2) の空所には、自宅で行
える面白くて興味深い事柄を含んだ返答でなければならない。I’m going to study English とい
う単純な解答が多く見られたが、どのような工夫を凝らして勉強するかなどを追加できれば、
より自然に会話が流れるだろう。 


