




























リスニングスクリプト 





解答例 



講評

[1] 総合問題 1. 10 . 
 問題文のパッセージは、赤ん坊の脳の発達を、特に言葉の習得のプロセスに着目して行われ
た幾つかの研究の内容を紹介する内容を持ったものである。読解に当たっては、パラグラフ単
位で読みながら、一般論を述べているのか、具体例を挙げて説明しているのか等を判別しなが
ら、論理的な繋がりを意識して読み進めることが肝要である。 
 文中に適語補充をする1. 5.の問題では、1.および2.正答率が特に低かった（それぞれ、30.5%, 
14.2%)。①に る語は、主 との関係にもとづく 意から判断して譲歩（ にも拘らず）の意
味が出る単語であることを見抜き、続いて①の後には文ではなく名詞句が来ているので、接続
詞ではなく（従って、Although やWhile は入らない）前置詞が入ると判断して"Despite"を選択
する。2.についても、文意から「かろうじて（やっとのことで）Aの状態からBの状態へ(from 
A to B)」と読むことが出来るので、"barely"という副詞を選ぶべきであった。 
 本文中の下線部が引かれた箇所や全体の内容を把握する問題（6. 10.）については、7.（正答
率 21.8％）と 9.（正答率 38.1％）の誤答が目立った。7.については、"is NOT suitable explanation" 
という問題文に注意して、当該パラグラフで言及されていない内容を的確に判断すべき問題で
ある（"speech"[発話、話し方]に関しては言及されていない）。9.については、 "d. social 
experience"が正答となる。ここで言う"social experience"とは、前のパラグラフで書かれている、
機器を通じたものではなく生身の人間との対面式による言語音声習得の方が優れた効果を上げ
ているという内容を、"social experience"（社会的経験）という抽象的な表現で言い換えている
ことを見抜いて選ぶことが出来る。いずれの問題も、本文の内容を目配りよく読んだ上で正答
を選択する必要がある。 

[2] 語彙問題  11. 22. 
 正答率が 50％を切った設問が、5 問ほどあった。その中でも正答率が 40％を切った設問 16, 
18, 20 に付いて解説する。 
 16.(正答率 21.8%)の文意は、「自分の率直な見解を述べた後、アンダーソン氏は委員会のメン
バーに、自分の無礼[rudeness]の（   ）を求めた」というものなので、（   ）内には“許
し”という意味が出る"pardon"が入るのが自然である。"pardon"（動詞）と"rudeness"(名詞）の
両方の単語の意味を知らないと正答に至らない問題であった。18. (正答率 37.1%)は、「悪天候
にもかかわらず、国際スポーツ競技会は予定通りに土曜日に（   ）した」とい言っているの
で、ここでは“（無事に）終了した”という意味が出る"b. concluded"を選ぶことが出来る。
（"conclude"には、「結論を出す」という意味に加え、「終える／締結する」といった意味も出る
ので注意されたい。）最も正答率が低かった 20. (正答率 15.7%) に関しては、"deficit"(不足、赤
字)の意味を知っているか否かが鍵を握る問題であった。仮にこの単語の意味を知らなくても、
2行目の文章において、"The amount of money ... is short of what they should have."とあるので、
“不足”という意味がでる選択肢が正答になることが推測されること、また選択肢の中で、消去法
によって"b. loss" (損失） "c. profit" (利益） "d. surplus"（剰余、あまり）が入らないというこ
とを判断できれば、正答に辿り着くことも可能であったであろう。 
 いずれにせよ、適語補充問題に関しては、空欄前後の語句／文章をよく読んで総合的に文意
を判断した上で、最も適切な単語を選ぶ目を養って欲しい。 



[3] 正誤問題  23. 30. 
 このセクションの 8 問中、3 問において正答率が 5 割を割った。以下ではそれらの問題に関
して解説を加える。 
 25. (正答率 31.5%)は、比較級表現の単純な誤りを見つける問題であった。(b) は"more easier"
になっているが、"easier"は既に比較級になっているので"more"は必要ない。" (d) well in 
advance" を選んだ解答が 36.0％もあったが、ここでの"well"は“かなり／相当に”という意味を
持つ副詞であり、成句としてもよく使われる表現である。27. (正答率 45.7%)は、"... are so used 
to fly that ..."の部分が、  することに慣れている”という意味を持つ"be used to  ing （動名
詞)）"という句であることを見抜いて、"to fly”部分が誤りであると判断することが出来る問題
であった。最後に 30. (正答率 32.5%)の問題は、"... likes both playing baseball and basketball" 
となるのではなく、文の並列構造の原則に従って both の位置を動かし、"... likes playing both 
baseball and basketball"（野球とバスケットボールの両方ともプレーすることを好む）の語順と
なるべき文章である。文中の語句の並列構造を問う問題は頻出されるので、十分に習熟してお
くことを勧める。 

[4] 英文読解問題 31. 41. 
 問題文の passage は、スポーツが、国家間関係において、開発や平和、相互理解や友好親善を
促進する手段として過去においても利用されてきたし、また現在の国際社会全体の目標である
SDGs（「持続可能な開発目標」）を達成する際にも重要な役割を果たすことが出来ることを指
摘する内容を持つ。後半の B のセクション[37-41]では、本年度からの新しい形式の問題とし
て、下線部で示されている内容が英文でどのように言い換えることが出来るのかを試す問題が
出題されている。 
 A のセクションの内容理解問題に関しては概ね良好な正答率であった一方、 B のセクショ
ンの問題に関しては、正答率がかなり低いものが幾つかあった。例えば 37. （正答率 8.6%）は、
「年齢や性別、また出  族如何に拘わらず」という意味が出る語句を選ぶ必要があったが、
その意味の出る"irrespective of"（これは、本文中の"regardless of”の言い換えである）を選ぶこ
とが出来なかったようである。（問題文の他の成句では、この意味は出ない。）38. （正答率
39.1%）では、"a. connection"（繋がり、関連性）を選んだ解答が 3 割を超えたが、ここでは
"means"（手段、方法）が空欄に入る最も適切な語となる。41. （正答率 27.4 %）は、"a. get rid 
of" （取り除く、除去する）を選んだ答案が 4割程みられたが、本文中の"to shine a light on social 
issues"（社会問題に光を当てる）の言い換えとしての"d. take care of"（ここでは、 問題などに
対応する”という意味になる）を選ぶべきであった。 

[5] 語句整序問題 42. 45. 
 4 問とも決してやさしい問題ではなかったが、42.と 43.の正答率は 7割を超えた。 
 正答率が一番低かった 44. (正答率 31.5%) は、前置詞で結ばれた句を繋げて主部を作る問題
である。正答の語順は、"the failure of the general public to understand the danger of smoking"
となるが、この句には、"the general public fails to understand the danger of smoking"という意
味上の主語 述語関係があることを 抜く必要がある。



つまり、"the failure of the general public"の部分には、主格になる句（the general public）と動
詞句（"fail to do"）の関係が潜在していることに気が付く必要がある。次に 45.(正答率 49.2 %)
は、"tend to think it awkward to have ..."の語順になるが、この it は次に続く to have という不
定詞を指す仮目的語となっていることを理解する必要がある。仮主語、仮目的語を持つ英語の
構文はしっかりと把握しておいて欲しい。 

[6] 英作（対話問題） 
 友人同士である二人(A, B)の間の対話において、その流れに沿った応答文を B.の立場に立っ
てそれぞれ 15 字以上で英作する問題である。 
 まず注意すべきは、Aが最後に「旅行前にそんなにお金を使うじゃなかったね。」と言ってい
るので、(1) に関しては何等かの意味で「旅行」に関わる内容、(2)に関しては、比較的大量の
お金を使うことに繋がる内容を持った英作をする必要があったことである。 
 (1)に関しては、Aから夏季休暇中の予定を尋ねられていることに対する応答文なので、比較
的自由に書くことが出来た部分であった。 “家族や友人と旅行に行く”、“海外旅行に行く”とい
ったことを書いた答案が多く見られた。内容的に英作し易かったこともあり、概ねよく出来て
いたと言える。 
 (2)に関しては、直後の A の発言で使われた"should not have  "（ すべきではなかったの
に）という構文の意味をしっかりと捉え切れずに英作した答案も若干見受けられた。この点を
しっかりと把握できているかどうかで、点数の差が出たと言える。 
 以上まとめると、まず対話文をよく読んで全体の流れをしっかりと把握した上で、(1), (2)の
英作に取り掛かることを心掛けて欲しい。 


