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1 (A) 経験を重視する活動の選択肢の増加や、長時間の携帯使用などの習慣から生じる時

間の欠乏感により生活に悪影響が出る人が増え、時間の有効活用法に関心が高まっ

ている。 (78字) 

 (B) (ア) (1) f (2) b (3) c (4) d (5) g 

  (イ) as able to identify the nature of the laughs as fellow Americans 

 

2 (A) I think that because the earth’s environment can no longer put up with any more 

CO2 emissions, in 30 years’ time we will have to have moved away totally from 

using fossil fuels. This will mean a great transformation in how goods and people 

move around the world. We will have to return to a simpler means of moving 

around: on foot and cycling. Also, we will use the power of the sun for electric 

vehicles.  (76 words) 

 ［別解］ 

 I think that 30 years from now we will no longer be able to depend on fossil fuels 

as our main means of energy for transportation, so we will be using a combination 

of solar, hydro and wind-powered engines to move around. New and more efficient 

batteries are being rapidly developed and batteries are becoming smaller and 

smaller and more powerful. Mass transportation on trains and battery-powered 

buses will become more important and perhaps even mandatory.  (76 words) 

 

 (B) On further [deeper] reflection, it was because I felt that I had to learn more about 

Europe in order to think about the path Japanese modernization followed under 

the influence of Europe. 

 

3 (A) (6) b (7) a (8) c (9) d (10) b 

 (B) (11) d (12) d (13) b (14) d (15) d 

 (C) (16) e (17) e (18) d (19) d (20) a 
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4 (A) (21) d (22) a (23) d (24) b (25) b 

 (B) (ア) 幼少の頃から、食べ物は我々の気持ちを満たすための手段になり、生涯にわたっ

て、気持ちは我々がいつ、何を、どれだけ食べるかに影響を与える。 

  (イ) 砂糖の持つ癒しの力は、生まれたときから存在するようであり、その影響は生後

1日目の赤ん坊にも見られる。 

  (ウ) コンフォート・フードの選択は、気分が良い時と悪い時の両方に関連した特有の

記憶と、そうした記憶に結びつけられた食べ物に左右される。つまり、ある人に

とって心地よい食べ物が他の人にとってそうではない可能性があるということ

だ。 

 

5 (A) problems by repeating the kind of behavior that brought us 

 (B) スペインの刑罰制度に関する Gilmore の話を聞き、殺人に対して 7 年しか刑期が与

えられないことについて子供たちの怒りの矛先が向いたことで、Gilmoreに対する反

感が若干やわらいだ。 

 (C) 子供たちに紹介したスペインの刑罰制度の話を、子供たちは別の場所で起きている自

分たちとは関係のないことであるとして相手にしないだろうと Gilmore は予想して

いた。 

 (D) (ア) (26) d (27) f (28) a (29) c (30) e (31) b 

  (イ) (32) c 

  (ウ) (33) c 


