




























リスニングスクリプト 





解答例 



講評

[1] 総合問題 
 カナダのDave Farrowは、並べ替えられた 59 組のトランプ（計 3068 枚）の順番を暗記して
ギネス世界記録を樹立した。本文では、彼のような優れた記憶力を持つ人々が使うとされる 3
つの記憶術が紹介されている。このセクションの 10 問中 8 問において正答率が 50%を下回っ
たことから、受験者にとっては難しい問題であったようである。以下、それら 8 問について解
説する。 
 問 1 の空所付近は「（発達性読み書き障害のため）読み書きが困難であるにもかかわらず学
校で良い成績を取るために」と逆接になるのが自然なので、despite が入る。選択肢 (c) の except
が多く選ばれたが、これは「 を除いては」という意味なので 脈に合わない。問 3 は「視覚
化 (visualization) 」という記憶術の説明の中で使われる語である。第 4段落の 2行目で「まず
始めに」の First が使われ、3 行目で「次に」の Then が続く。この後で使う語として最も適切
なのは、「最後に」の Finally である。多く選ばれた (c) の Otherwise は「さもなければ」とい
う逆接の意味を持つので、不適切である。問 5は本文を締めくくる文で使用される。第 2 4 段
落で 3 つの記憶術が紹介されたので、「次に電話番号や単語、勉強で何かを覚える必要がでて
きた時は、これらの記憶術を試してください」と提案している。よって、正解は (d) の the next 
time である。 
 問 6 にある Roy G. Biv は、虹の 7色の頭文字を取ってつなぎ合わせたものである。例えば最
後の v から、7 つ目が violet であることを容易に思い出すことができる。選択肢 (a) の回答が
多かったが、虹の色を表す語が 6つあると述べているため誤りである。問 7では下線部 (2) の
説明として適切でないものを選択する。2 つ目の記憶術では、10 個の単語を覚える際に必ずし
も 3つのチャンクに分ける必要はないので、(a) が誤りである。問 8の「視覚化」は、ある物事
の過程を覚えたい時に、各段階を自分が慣れ親しんだ通り道の各地点に結びつけるものである。
本文中の例ではベッドと猿が結びつけられ、キッチンでの夕食の調理と人間が結び付けられて
いるので、選択肢 (b) と (c) は誤り。また第 4段落最後に「イメージが風変わりであるほど覚
えやすい」とあるので、庭にいる虫より、ゴミ箱の中にいる魚の方が覚えやすいであろう。問 9
で問われている文は、その直前の の い換えである。「情報を復習し続ければ、それは 期記
憶に送られる」とあるので、「情報を思い出す練習をすればするほど、それをより覚えられるだ
ろう」となり、(c) が正解。問 10 は本文全体の内容を問う問題である。第 1段落で言及されて
いるように、Dave Farrowは膨大な数のトランプの順番を記憶することができたため、(a) が正
解である。 

[2] 語彙問題 
 問 15 の正解は「一致する、該当する」という意味の correspondである。選択肢 (c) の extend
は「広がる、伸びる」という意味で、棒グラフが日本まで伸びることはないので誤り。問 18に
正しく解答するには、2文目も読まなければならない。ある会社が同じ広告を来年は使用しない
と決めたことから、今年に顧客の興味を効果的に高めたという証拠がほとんどなかったことが
推測できる。なお little は「ほとんどない」という否定的意味を、a little は「少しの」という肯
定的な意味を持つ。問 19 の dominate は「支配する、威圧する」という意味である。ディスカ
ッションでは他のメンバーを支配・威圧せず、皆が発言できる雰囲気を作ることが重要である。 



問 20の 2文目は「もしそうでなければ、ビクトリアは最新情報やゴシップの数々を知ることは
ないだろう」、つまり彼女は情報をよく知っているということである。よって、1文目の空所に
は「オンラインで絶えずニュースをチェックする」となるように constantly が入る。選択肢 (d) 
の rarely は「めったに ない」という否定の意味を含む語である。問 21は、Daniel が学年末テ
ストの 30 分前になってようやく 1年分の授業ノートを復習し始めたという文である。一般的に
は 30 分で 1 年分を復習できないので、「彼は自分がいかにばかげているか (ridiculous) によ
うやく気づいた」が最も適切である。 

[3] 正誤問題 
 問 23 の furniture は不可算名詞のため、複数の  s を付けることができない。問 27は時間に
関わる間違いやすい前置詞を問うている。until eight o’clock は「8時まで（ずっと）」という時
間の継続を表すが、その前にある動詞 submit は「提出する」というある時点で完了する行為を
表すため、これらを一緒に使用することはできない。正しくは「8時（という期限）まで」を意
味する by eight o’clock。問 28 で使われている downtown は名詞ではなく副詞であるので、前置
詞 to は不要である。問 29 の enough と形容詞の語順も間違いやすい点である。日本語では「 
するのに十分大きな」となるが、英語では large enough to ～ と逆になるので要注意。 

[4] 英文読解・内容説明 
 十分に休養するにはどれくらいの睡眠時間が必要なのか、また最善の就寝・起床時間はいつ
なのかなどが述べられている文章である。問 35は現代のテクノロジー無しに生きていた人々に
ついての文である。昔の人々は日が沈む頃に就寝し日が昇る頃に起床したと言われてきたが（第
3段落）、 器時代の 活とほぼ同じ 活をしているアフリカや南 の 族は、 没の 3時間後
から夜明けまでの平均 6.5 時間しか寝ていなかったことがわかっている（第 4段落）。よって正
解は (c) である。問 36は第 5段落にある 10 代の若者についての研究結果の内容理解である。
若者の体内では眠りを誘うメラトニンというホルモンが午前 1 時頃にしか分泌されないこと
が、彼らの夜更かしや早起きできないことを説明する助けとなるとある。よって正解は (a) で
ある。 
 問 B は第 4 段落にある Another interesting fact に関する設問である。研究によると、昔の
人々は夕方から 4時間程度寝た後に 1 2 時間起き、近所の人とおしゃべりするほど活動的にな
り、その後朝まで二度寝する習慣があった。問 40はその中間の起きている時間を説明している
が、人々は互いに「社交的に活動した」という意味の socialize が適切である。産業革命の時代
になるとその習慣は途絶えたと本文にあることから、問 41には practice が当てはまる。この単
語には「練習」という意味以外に「実践、習慣」といった意味もあるので、覚えておくとよい。 

[5] 語句整序問題 
 このセクションでは、正答率がすべて 50%を越えていた。特に問 42 は 98%とよくできてい
た。 



[6] 英作文 
 大学生のAさんとBさんが子供の頃の夢を話す場面において、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。(1) では、子供の頃にどんな夢を持っていたかを書く。ただ
し、Aさんが会話の最後で I hope to see you on TV someday! と言っているため、俳優や歌手、
人気の高いスポーツの選手など、頻繁にテレビで見かけるような職業の人に言及してほしい。 
 (2) では、(1) で述べた夢の実現に向けて現在努力して行っていることを書く。しかし回答に
は、I was doing… など過去に行っていたと思われることに関する記述が多く見られた。また (1) 
の続きで夢の詳細 (I want to…) を述べている回答もあった。(1) と (2) のどちらも会話の流
れをつかんだ上で推測して書かなければいけないので、まずは Aさんの発言をよく読んで理解
してほしい。 


