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［Ⅰ］ 

問１ But, when an ecosystem is dying, there is not much life there which makes sounds. 

問２ 生態系は、人間の干渉や嵐、熱波によって崩れると、再び元通りの状態になるのに

困難を伴う。 

問３ 過去二、三十年にわたって、海洋サウンドスケープの多様性を研究してきた数多

くの研究チームは、健全な海の音が、不健全な海洋生態系を蘇らせる非常に重要なツ

ールになる可能性があるというのは事実であることを発見している。 

問４ (ア) inclined (イ)  studying (ウ)  led  (エ)  made    

(オ)  be used (カ) recorded (キ) using 

問５ That silence matched the desolate ghost town which the coral reefs had become. 

問６ 予想されたとおり、古いサウンドスケープを録音したものを再生したスピーカー

の近くでは、音響効果による支援のないサンゴ礁の区域よりも 2 倍もの魚が住み着い

た。 

問７ ２番目：(サ) ６番目：(エ) 13 番目：(オ) 

問８ A marine ecosystem’s health can be assessed by its soundscape diversity, or how 

complex and productive it is. 

問９  かつて衰退していた環境の水中での音が賑やかになってきたら、それは生態系が

回復しつつあることを示す明確な指標となる。 

問 10 ① どの音が特定の生態系の復元に役立つかを特定し、それらを正しく組み合わせ

る過程。（39 字） 

       ② 牡蠣の幼生を誘引する音が、幼生の捕食者も誘引するように、天敵関係にある

種を同時におびき寄せたり、ある種を引き寄せるものがある種を追い払ったりするか

ら。（75 字） 

問 11 (は)、(に)、(へ) 
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［Ⅱ］ 

問１ (１) comprise (２)  grow (３)  brought about  (４) attracted    

(５) has  (６) thrived (７) regarded    (８)  functions 

問２  生涯結婚しない人、離婚や死別で配偶者と別離した人。 

問３ (ア) composition (イ)  shift (ウ)  points  (エ) prototypes    

(オ)  descendants (カ) legacy (キ) reversion   

問４  ①  one [a] third of, thirty-three percent of 

②  one [a] fifth of, twenty percent of 

問５ 生涯未婚者が増加すると見込まれることがすでに起こっている証拠は、毎年の新規

婚姻件数の減少から見て取れる。 

問６ ４番目：always ８番目：which 12 番目：but 

問７ 男性の数が女性よりも２対１で上回っていた。男性が富を求めて大都市に大量に

押し寄せたからである。 

問８ ３番目：say ７番目：more  13 番目： any 

問９ 皆が結婚して、残りの人生を配偶者とともに過ごすべきなのだという考え方は、

わずか 100 年余りの歴史しか持たない、ごく最近生み出されたものである。 

問 10 （１） A （２） C （３） B （４） B     

（５） A （６） A （７） B       

 

 

［Ⅲ］ 

   I think that there are several reasons why a comparatively low percentage of 

Japanese young people want to study overseas. One is that they do not have much 

confidence in their English ability, even though most Japanese students spend many 

years and a lot of money studying English. The way it is taught and tested may not 

really help them actually use it. Another reason is a financial one. The Japanese 

economy has not been in good shape for a long time and many families are struggling 

and can barely afford to send their children to a Japanese university, much less to a 

foreign university. (105 words) 

 


