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第２回 英語検定模擬試験解答

<p.81>
＊ １ ～ ４ 各１点

５ ～ 12 各２点 100 点満点

１
a. ② b. ① c. ③ d. ④ e. ①
［解説］
a. ② con-súlt 意見を求める，診察してもらう（① ác-id ③ ín-come ④ próf-it）
b. ① ca-réer 経歴，職業（② ín-jure ③ mód-est ④ pás-sage）
c. ③ im-prés-sion 印象（① bén-e-fit ② hánd-i-cap ④ ú-ni-verse）
d. ④ ap-pár-ent 明白な，明瞭な（① fú-ner-al ② gén-er-ous ③ cír-cum-stance）
e. ① in-vés-tigate 調査する，捜査する（② lít-er-a-ture ③ ob-ser-vá-tion ④ cér-e-mo-ny）
２
a. ② b. ① c. ③ d. ④ e. ②
読まれる英文と質問文（各２回くり返す）
CD B 65～71
67 Question a. You are going to bring some dishes to your friend’s family. You want to know if there are any
foods they can’t eat. What would you say?
68 Question b. You and your friend are in a restaurant, and she is about to take a picture of the dishes on the
table. You want to tell her that it may be rude to do it without permission. What would you
say to her?
69 Question c. Your friend helped you a lot when you were in trouble. You want to tell him thank you.
What would you say?
70 Question d. You will be home later than usual because a meeting at school hasn’t ended yet. You want to
send a message to your mother. What would you write?
71 Question e. You and your friend are wondering about which hotel to stay at during the trip. You want to
choose the less expensive one. What would you say?
［解説］
a. 料理を持参するときに，食べられないものがあるかどうか事前に確認したい，という状況。①nut(s)「ナッツ
類」 ②any foods を some of you have to avoid という関係代名詞節が修飾している。③let me know「私に
知らせてください」
b. レストランで料理の写真を撮ろうとしている友達への言葉として適切なものを選ぶ。be about to do「まさに
～しようとする」 〈tell＋人＋that 節〉
「
（人）に～と言う，伝える」 it may be rude to do ～は形式主語
構文。rude「失礼な」 without permission「許可なしで」 ①shooting は shoot「
（写真・映画など）を撮
影する」の～ing 形。②It’s not polite to look ～.は形式主語構文。polite「礼儀正しい」 ③so＝so that ～
「
（人）に～してほしい」の形。
「～するために」 ④I’d like you to enjoy ～.は〈would like＋人＋to do〉
c. 困っていたときに助けてくれた友達に感謝を伝えるときの発言を選ぶ。①〈I wish＋仮定法過去完了〉
「～し
たらよかったのに」は過去の事実に反することを述べる文。give me a hand「私に手を貸す」 ②〈could have
＋過去分詞〉は「～したかもしれない」
。manage「なんとかする，うまく処理する」 ③be grateful to ～「～
に感謝する」
d. 学校での会議が長引いて帰宅が遅くなるので，母親にメールを送りたい，という状況。①leave ～ in the
middle「～を途中で抜ける」 ②be happy to do「喜んで～する」 ③lasted longer than I had expected「予
想していたより長引いた」は会議が終わったときに書く内容なので，誤り。④pick ～ up「～を車で迎えに行
く」
e. 安いホテルを選びたいときの発言を選ぶ。①don’t care「かまわない，気にしない」 as long as ～「～する
限り」 ②book「～を予約する」 whichever is cheaper は「どちらでもいいから安いほう」という意味。③
luxury「高級な，ぜいたくな」 ④leave ～ up to …「～を（人）に任せる」
［全訳］
Question a. あなたは友達の家族に料理を持っていく予定です。あなたは彼らが食べられない食べ物があるかど
うかを知りたいと思っています。あなたは何と言うでしょうか。
① 私の息子はナッツ類の入った食べ物は食べられないの。
② あなたたちの中の何人かが避けなければならない食べ物はある？
③ 何が食べたいか私に知らせてね。
④ 私が持っていった料理の味はどうだった？

模擬試験解答

Question b. あなたとあなたの友達はレストランにいて，彼女はテーブルの上の料理の写真を撮ろうとしていま
す。あなたは，許可なしにそうするのは失礼かもしれないということを彼女に伝えたいと思ってい
ます。あなたは彼女に何と言うでしょうか。
① 写真を撮る前に店主に聞いてみるべきよ。
② 食事中にスマートフォンを見るのは礼儀正しくないわ。
③ 盗まれないように，カメラをかばんにしまって。
④ 料理が熱いうちに楽しんでほしいわ。
Question c. あなたが困っていたとき，友達があなたを大いに助けてくれました。あなたは彼にお礼を言いたい
と思っています。あなたは何と言うでしょうか。
① あなたが私に手を貸してくれたらよかったのになあ。
② あなたの助けがなくても，なんとかできたかもしれない。
③ 私がどれほどあなたに感謝しているか言い表せないよ。
④ あなたを助ける機会を与えてくれてありがとう。
Question d. あなたは学校での会議がまだ終わらないので，いつもより帰宅が遅くなりそうです。あなたはお母
さんにメッセージを送りたいと思っています。あなたは何と書くでしょうか。
① すまないけど，会議を途中で抜けるね。
② 喜んでその問題について議論し続けるよ。
③ 会議は思っていたより長引いたよ。
④ 電話したらぼくを車で迎えにきてくれる？
Question e. あなたとあなたの友達は旅行中にどのホテルに泊まるべきかについて考えています。あなたは高く
ないほうのホテルを選びたいと思っています。あなたは何と言うでしょうか。
① ベッドで寝ることができればいいよ。
② 安いほうを予約しよう。
③ ずっと高級なホテルに泊まってみたかったんだ。
④ きみに任せるよ
３
a. ③ b. ① c. ④ d. ① e. ④
読まれる英文（各２回くり返す）
74 Question a. How much will it cost to fix the printer?
75 Question b. I can’t see the sign over there well. What does it say?
76 Question c. Who do you think is singing in a loud voice?
77 Question d. If anyone calls me, please don’t put them through.
78 Question e. How often do you go to Sapporo?

CD

B 72～78

［解説］
a. cost「
（費用）がかかる」 fix「～を修理する」 ①fair enough「まあいいでしょう」は相手の提案に同意す
るときに使う表現。②copy(-ies)「
（本などの）部，部数」 first printing(s)「初版本」 ③repair charge「修
理代」 ④at the cost of ～「～を犠牲にして」
b. ①boarding gate「搭乗口」 ②American Sign Language「アメリカ手話」 ④sightseeing spot(s)「観光名
所」
c. Who do you think ～?は「だれが～と思いますか」という意味。疑問詞疑問文なので Yes/No では答えられな
い。in a loud voice「大声で」 ③you は動名詞 wandering の意味上の主語。wander around「うろうろ歩き
回る」 ④I guess ～.「たぶん～だと思う」
d. put ～ through「～の電話をつなぐ」 ①I won’t＝I won’t put anyone through.「私はだれの電話もつなぎ
ません」ということ。
e. how often は頻度を尋ねるときに使う。①one hour and a half「１時間半」 ②on business「仕事で，出張
で」
［全訳］
Question a. プリンターを修理するのにいくらかかりますか。
① それならまあいいでしょう。
② 初版本はほんのわずかの部数しか存在しません。

模擬試験解答

③ 修理代は約 200 ドルです。
④ あなたは健康を犠牲にしてそれをするべきではありません。
Question b. 私はあそこの標示がよく見えません。それには何と書いてありますか。
① それには搭乗口が 25 番から 40 番に変更になったと書いてあります。
② 私はアメリカ手話がわかりません。
③ 私はこの２週間，彼らを見かけていません。
④ 私はいくつかの観光名所を訪れる予定です。あなたはどうですか。
Question c. 大声で歌っているのはだれだと思いますか。
① それはスティービー・ワンダーによって歌われた歌です。
② いいえ，私もそうは思いません。
③ 私はあなたがうろうろ歩き回るのは好きではありません。
④ たぶん私の妹のシャーリーだと思います。
Question d. もしだれかが私に電話をかけてきても，つながないでください。
① ご心配なく。つなぎません。
② もちろんあなたならできます。
③ わかりました。伝言を承りましょうか。
④ もちろんです。あなたは私に電話する必要はありません。
Question e. あなたはどのくらい頻繁に札幌に行きますか。
① 飛行機で１時間半かかります。
② 私は仕事でそこに行ったことがあります。
③ 札幌は雪まつりで有名です。
④ 私は月に１回そこへ行きます。
４
a. ④ b. ① c. ③ d. ② e. ①
読まれる対話文と質問文（各２回くり返す）
CD B 79～85
81 Question a.
Man : How clear the sky is! The weather is too good to stay indoors, honey.
Woman : I know. But we haven’t finished cleaning or decorating yet for the party with your
parents tomorrow.
Man : Take it easy. There’s plenty of time to spare.
Woman : Well, OK. Then let’s go out for lunch.
Question : Why did they decide to go out for lunch?
82 Question b. Woman : What do you want to do this afternoon? My part-time job was suddenly canceled.
Man : Great! How about going to watch a play? I hear there’s a good musical playing.
Woman : Sounds good. I’ll check the schedule.
Man : Let’s try to go to an evening performance so that we can enjoy some coffee and cake
before the show.
Question : What will they probably do first today?
83 Question c.
Man : I can’t stand the heat in the office any more. When will the repair person come?
Woman : Tomorrow afternoon. He is busy repairing air conditioners here and there.
Man : Oh, no. I thought he would do it today.
Woman : Don’t be so disappointed. It’ll be a little cooler this afternoon.
Question : Why is the man disappointed?
84 Question d. Woman : Are you expecting more people to come to our exhibition this year?
Man : Yes. So I think the hall we used before isn’t large enough.
Woman : I agree. We should start looking for a larger hall as soon as possible.
Man : If we find a good one, we have to let everyone know in advance that the exhibition
place has been changed.
Question : What do the woman and the man need to do before the exhibition?
85 Question e. Woman : It’s your turn. Please come this way. Are you ready to perform?
Man : Sure. I’m nervous, but I’ll try my best anyway.
Woman : That’s good. Why did you join this dance contest?
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Man : I want to be a professional dancer, so this is a big chance for me.
Question : What does this contest mean to the man?
［解説］
a. 「時間が十分あるから」という内容の選択肢がないので，④「天気がよい（から）
」という選択肢を選ぶ。too
good to stay indoors は「家の中にいるには（天気が）よすぎる」
，つまり「家の中にいるにはもったいないく
らいよい（天気だ）
」という意味。honey「
（パートナーに対して）きみ，あなた」 decorate「飾りつける」
take it easy「気楽にやる」 plenty of ～「たくさんの～」 ②put off ～「～を延期する」
b. 男性が会話の最後に「ショーの前にコーヒーとケーキを楽しめるように」と言っているので，①が正解。parttime job「アルバイト，パートの仕事」 ④traffic condition(s)「交通状況，道路事情」
c. 最初の２人のやりとりから，事務所のエアコンが壊れているという状況をつかむ。男性が２つ目の発言で「今
日それをする（＝エアコンを修理する）だろうと思っていた」と言っているので，③が正解。not ～ any more
「もはや～ない」 stand「～を我慢する」 be busy ～ing「～するのに忙しい」 here and there「あちこ
ちで」 ①set up ～「～を設置する」 ③find out ～「～だとわかる」
d. 今年は展示会の会場を広いホールに変更しよう，という会話をしている。男性の最後の発言の内容から，②が
「
（人）が～するだろうかと思う」 exhibition「展示会，展覧会」 as soon as
正解。
〈expect＋人＋to do〉
possible「できるだけ早く」 let ～ know「～に知らせる」 in advance「前もって」
e. ダンスコンテストの司会者の女性と，参加者の男性が会話している場面。男性の最後の発言から，①が正解。
turn「順番」 try one’s best「全力を尽くす」 anyway「とにかく」 ①make his dream come true は〈make
「O に～させる」の形で，
「彼の夢を実現させる」という意味。③learn to do「～できるようになる」
＋O＋do〉
［全訳］
Question a. 男性：なんて澄んだ空だろう！ 家の中にいるのがもったいないくらいいい天気だよ，きみ。
女性：知っているわ。でも明日のあなたの両親とのパーティーのためにまだ掃除も飾りつけも終わ
っていないのよ。
男性：気楽にやろうよ。割ける時間はたっぷりあるよ。
女性：いいわ，わかった。それじゃあお昼を食べに出かけましょう。
質問：彼らはなぜ昼食を食べに出かけることにしたのですか。
（①彼らはもう準備が終わった
②パーティーが延期された
③台所があまりにも汚い
④天気がよい）からです。
Question b. 女性：今日の午後は何をしたい？ 私のパートの仕事が急にキャンセルになったの。
男性：すばらしい！ お芝居を見に行くのはどう？ いいミュージカルがやっているらしいよ。
女性：いいわね。スケジュールをチェックするわ。
男性：ショーの前にコーヒーとケーキを楽しめるように，夕方の回に行くようにしようよ。
質問：彼らは今日，おそらく最初に何をするでしょうか。
彼らはおそらく（①最初に何か甘いものを食べる
②最初に駅に行く
③最初に仕事をキャ
ンセルする
④最初に交通状況をチェックする）でしょう。
Question c. 男性：事務所の暑さにはもう我慢できないよ。修理業者はいつ来るの？
女性：明日の午後よ。彼はあちこちのエアコンを修理するのに忙しいのよ。
男性：なんてこった。彼は今日それをやってくれると思っていたよ。
女性：そんなにがっかりしないで。今日の午後は少し涼しくなりそうよ。
質問：なぜ男性はがっかりしているのですか。
（①エアコンがまだ設置されていない
②女性がまだ修理を頼んでいない
③エアコンが
今日は修理されないとわかった
④今日の午後は気温が少し下がる）からです。
Question d. 女性：今年はもっと多くの人が私たちの展示会に来ると思う？
男性：うん。だから，前に使っていたホールは十分な広さがないと思うんだ。
女性：そうね。私たちはできるだけ早くもっと広いホールを探し始めるべきね。
男性：もしいいホールが見つかったら，展示会場が変更されたことを前もってみんなに知らせない
とね。
質問：女性と男性は展示会の前に何をする必要がありますか。
彼らは（①今年は会場が大きくなると人々に知らせる
②展示会がどこで開催される予定かを
人々に知らせる
③展示会の日程が変更されたことを人々に知らせる
④人々にできるだけ

模擬試験解答

早く展示会場を探してくれるよう頼む）必要があります。
Question e. 女性：あなたの番です。こちらへどうぞ。演技をする準備はいいですか。
男性：はい。私は緊張していますが，とにかく全力を尽くします。
女性：それはいいですね。なぜあなたはこのダンスコンテストに参加したのですか。
男性：私はプロのダンサーになりたいので，これは私にとって大きなチャンスなのです。
質問：このコンテストは男性にとってどんな意味がありますか。
それは（①彼の夢を実現させる
②プロのダンサーと一緒に踊る
③自分自身をコントロー
ルできるようになる
④大きな賞を獲得する）よい機会です。
５
a. ③ b. ④ c. ④ d. ① e. ③
読まれる英文（２回くり返す）
CD B 86～89
88 Have you ever heard of “Boxing Day?” It is a public holiday that is celebrated on December 26th, the day
after Christmas. Boxing Day is mainly celebrated in the United Kingdom, Australia, New Zealand, and
Canada, but it’s not a holiday in the U.S. The name of the day has nothing to do with the sport of boxing.
There are different stories about the origins of the name. One is: centuries ago, people who belonged to a
high social class had their servants do housework on Christmas day. The next day, they handed out
“Christmas boxes” to their servants in return for their services. There were small gifts, money, or some food
left over from Christmas dinner in the boxes. Today, people enjoy shopping on Boxing Day because stores
have special sales. Boxing Day is also the holiday when big sports events are held. People enjoy watching
soccer, ice hockey, and horse races on Boxing Day.
［解説］
celebrate「～を祝う」 have nothing to do with ～「～と関係ない」 origin(s)「起源」 class「階級」 had
their servants do は〈have＋O＋動詞の原形〉
「O に～させる」の形。servant(s)「召使い」 hand out ～「～
を配る」 in return for ～「～のお返しに」 left over from Christmas dinner は some food を修飾する過去分
詞句。when big sports events are held は the holiday を修飾する関係副詞節。
a. It is a public holiday that is celebrated on December 26th「それ（＝ボクシングデー）は 12 月 26 日に祝わ
れる公的な祝日です」と言っているので，③が正解。
b. ..., but it’s not a holiday in the U.S.「…，しかしそれ（＝ボクシングデー）はアメリカ合衆国では休日ではあ
りません」と言っているので，④が正解。
c. The next day, they handed out “Christmas boxes” to their servants in return for their services.「その（＝
クリスマスの）翌日，彼ら（＝上流階級の人々）は働いてくれたことへのお返しとして，召使いたちに『クリ
スマスボックス』を配りました」と言っており，
「クリスマスボックスを配る日」ということで「ボクシング
デー」という名前が生まれたとわかるので，④が正解。
d. people who belonged to a high social class had their servants do housework on Christmas day「高い社会
的階級に属する人々は，クリスマスの日に召使いたちに家事をさせました」と言っているので，①が正解。ク
リスマスボックスを配ったのはクリスマスの翌日であることに注意。
e. people enjoy shopping on Boxing Day「人々はボクシングデーに買い物を楽しみます」と言っているので，
③が正解。
［全訳］
あなたはこれまでに「ボクシングデー」のことを聞いたことがありますか。それはクリスマスの翌日，12 月 26
日に祝われる公的な祝日です。ボクシングデーは主にイギリス，オーストラリア，ニュージーランド，カナダで
祝われますが，アメリカ合衆国では休日ではありません。その日の名前はボクシングというスポーツとは関係あ
りません。その名前の起源についていろいろな説があります。１つは以下のようなものです。何世紀も前，高い
社会的階級に属する人々は，クリスマスの日に召使いたちに家事をさせました。その翌日，彼らは働いてくれた
ことへのお返しとして，召使いたちに「クリスマスボックス」を配りました。その箱には，ちょっとした贈り物
やお金，クリスマスの夕食で残った食べ物が入っていました。今日では，商店が特別セールを行うので，人々は
ボクシングデーに買い物を楽しみます。ボクシングデーはまた，大きなスポーツイベントが開催される祝日でも
あります。人々はボクシングデーにサッカーやアイスホッケー，競馬を見て楽しみます。
a. ボクシングデーは（①クリスマスの日の別名です。 ②クリスマスの直前の公的な休日です。 ③12 月 26 日
に祝われます。 ④ボクシングのイベントが行われる日です。
）
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b. ボクシングデーは（①イギリス ②オーストラリア ③カナダ ④アメリカ）では祝われていません。
c. ボクシングデーの名前は（①あるスポーツの名前に由来します。 ②私たちに有名なボクサーを思い出させま
す。 ③サンタクロースからの贈り物と大いに関係があります。 ④昔の習慣と関係があります。
）
d. クリスマスの日，
（①召使いたちは主人のために働かなければなりませんでした。 ②召使いたちは家族と時
間を過ごすために休暇をもらいました。 ③主人たちは召使いたちに贈り物をあげました。 ④主人たちは召
使いたちに「クリスマスボックス」を作らせました。
）
e. ボクシングデーに，人々は（① 通常通りに仕事に行きます。 ②家族や友人たちと家にいます。 ③買い物
に出かけます。 ④健康のためにスポーツをします。
）
６
a. ③ b. ② c. ③ d. ① e. ④
読まれる会話文と質問文（２回くり返す）
CD B 90～98
92
Shinji : How do you like living in Tokyo, Linda?
Linda : I really enjoy living here. Everything is cool and the people on the streets are fashionable.
Shinji : Do you like living in a city like Tokyo better than living in the country?
Linda : Yes, of course. You can enjoy art at museums, eat out at fancy restaurants, and buy the latest
clothes. You can experience various kinds of activities in the city.
Shinji : It’s true that life in the city is exciting. But it’s not all good. Prices are higher, and crimes
happen more often.
Linda : So you prefer living in the country to living in the city, don’t you?
Shinji : Yes. Life in Tokyo is so fast that I sometimes feel tired. Cities are full of noises, and the
people are always in a hurry.
Linda : I don’t agree. Maybe that’s because I’m from a small town in the country. There were no
movie theaters or coffee shops there. One day was much like another. Life there was dull
and boring.
Shinji : But living in the country is much healthier than in the city, isn’t it?
Linda : Well, yes. It is rich in nature and has less pollution.
Shinji : I want to choose to live with less stress instead of living with more excitement.
Linda : Come on, Shinji. You are still in your twenties.
Shinji : I’m serious. I wish I could leave Tokyo.
93 Question a. How does Linda feel about her life in Tokyo?
94 Question b. What does Linda think is one of the good points of living in the city?
95 Question c. Why does Shinji prefer living in the country?
96 Question d. What was life in Linda’s hometown like?
97 Question e. Why did Linda say, “Come on”?
［解説］
cool「かっこいい」 the country「田舎」 fancy restaurant(s)「高級レストラン」 crime(s)「犯罪」 prefer
～ to ...「…より～を好む」 so fast that I sometimes feel tired は so ～ that ...「とても～なので…だ」の形。
be in a hurry「急いでいる」 One day was much like another.は「ある１日は別の日とほとんど似ていた」
，つ
まり「毎日ほとんど変化がなかった」ということ。dull「つまらない，おもしろくない」 be rich in ～「～が豊
かだ」 pollution「汚染」 instead of ～「～の代わりに」 excitement「興奮，わくわくすること」 in one’s
twenties「20 代で」 serious「真面目な」 I wish I could leave は〈I wish＋仮定法過去〉
「～ならいいのにな
あ」の形。
［全訳］
シンジ： 東京での生活はどう，リンダ？
リンダ： 私はここで生活するのを本当に楽しんでいるわ。すべてのものがかっこいいし，街の人々はおしゃれだ
し。
シンジ： きみは東京のような都会で生活するほうが，田舎で生活するより好きなの？
リンダ： ええ，もちろん。美術館で芸術を楽しんだり，高級レストランで外食したり，最新の服を買ったりする
ことができるわ。都会ではいろいろな種類の活動を経験することができるわ。
シンジ： 確かに都会の生活はわくわくするよ。でもいいことばかりじゃないよ。物価は高いし，犯罪も頻繁に起
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こる。
リンダ： じゃあ，あなたは都会での生活より田舎での生活のほうが好きなのね？
シンジ： うん。東京での生活はとても速いので，ぼくはときどき疲れてしまうんだ。都会は騒音に満ちていて，
人々はいつも急いでいる。
リンダ： 同意できないわ。たぶんそれは私が田舎の小さな町の出身だからだわ。そこには映画館も喫茶店もなか
ったの。毎日ほとんど変化がなかったわ。そこでの生活はつまらなくて退屈だったの。
シンジ： でも田舎に住むのは都会に住むよりずっと健康的だよね？
リンダ： まあ，そうね。自然が豊かで，汚染も少ないわ。
シンジ： ぼくはわくわくすることがより多い生活の代わりに，ストレスが少ない生活を選びたいよ。
リンダ： ちょっと，シンジ。あなたはまだ 20 代なのよ。
シンジ： ぼくは真面目に言っているんだよ。東京を離れられたらいいのになあ。
Question a. リンダは東京での生活についてどう思っていますか。
①道がいつも混んでいます。 ②あまりにも多くの人々がいます。 ③それは魅力的です。 ④天候は涼し
いです。
Question b. 都会で生活することのよい点の１つは何だとリンダは思っていますか。
私たちは（①就職する機会がたくさんあります。 ②最新のファッションについていくことができます。 ③
犯罪に巻き込まれることがあります。 ④高い家賃を払わなければなりません。
）
Question c. なぜシンジは田舎での生活のほうが好きなのですか。
（①彼は田舎の町で生まれた ②彼は健康上の問題に悩んでいる ③都会での生活は彼には忙しすぎる
④田舎での生活はすることがたくさんある）からです。
Question d. リンダの故郷での生活はどのようなものでしたか。
①それは刺激がほとんどありませんでした。 ②人々はお互いに仲よくやっていました。 ③都会での生活
ほど健康的ではありませんでした。 ④自然環境が失われつつありました。
Question e. なぜリンダは「Come on」と言ったのですか。
（①リンダはシンジに東京を離れてほしくなかった ②リンダはシンジが何歳か知らなかった ③シンジ
がリンダに故郷へ戻るように言った ④シンジがまるでお年寄りであるかのように話した）からです。
７
ⓐ－② ⓑ－③ ⓒ－① ⓓ－④ ⓔ－②
［解説］
(A) Some thought ～. Others thought ....「～と考える人もいれば，～と考える人もいる」 made it difficult
to see ～「～が見えるのを難しくした」の it は形式目的語で，真の目的語は to see 以下。outline「輪郭」 which
「O が～でき
は非制限用法の関係代名詞で，先行詞は the stripes … outline という節全体。
〈allow＋O＋to do〉
るようにする」 kept the animals cool は〈keep＋O＋C〉
「O を C の状態に保つ」の形。turn out to be ～「～
だと判明する」 be lacking in ～「～が欠けている，不足している」
curious「不思議な，奇妙な」 tend to do「～する傾向がある」 where は areas を先行詞とする関係副詞。
関係副詞節内は，a lot of flies(S) live(V)で，that carry serious diseases は a lot of flies を修飾する関係代名詞
節。coat(s)「
（動物の）毛皮」 in spite of ～「～にもかかわらず」 take the risk of ～ing「～する危険を冒す」
where は関係副詞で，先行詞は a farm。set up ～「～を設置する」
from a distance「遠くから見ると，遠目には」 attract「～を引きつける」 to ～ extent「～の程度に」 be
about to do「まさに～しようとする」 land on ～「～に着地する」 fail to do「～しそこなう，～できない」
pass over ～「～を通り過ぎる」 crash into ～「～に衝突する」 while は対比を表す。those＝the horses in
black cloth「黒い布を着ている」 82 in white cloth＝82 flies landed on those in white cloth
disturb「～の邪魔をする」 prevent ... from ～ing「…が～するのを妨げる」 suggest「～を示唆する，そ
れとなく言う」
(B) have been trying は動作の継続を表す現在完了進行形。mystery「謎，不思議」 have to do with ～「～
と関係がある」 see whether ～「～かどうかを確かめる」 observation「観察」 be poor at ～ing「～する
のが下手である」 single-colored「単色の」 conclude that ～「～と結論づける」
ⓐ 「科学者たちは（
）の謎を解こうとしてきました」 第１段落第１文に「科学者たちはなぜシマウマの
体には縞模様があるのかをずっと考えてきました」とあるので，②が正解。①「シマウマの生活」
，③「シマ
ウマの起源」
，④「シマウマが暮らしている地域」
。④はカーロが考えたことなので，
「ずっと～してきた」と
いう文脈に合わない。
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ⓑ 「ティム・カーロは，それはシマウマが（
）に囲まれて生活しているという事実と関係があると考えま
した」 第２段落第４～５文に「それにもかかわらず，なぜ彼らはハエに囲まれて生活する危険を冒すのでし
ょうか。カーロは，彼らはハエを避けるために縞模様を発達させたのだと考えました」とあるので，③「ハエ」
が正解。①「捕食者」
，②「水」
，④「馬」
ⓒ 「彼は自分の仮説が正しいかどうかを確かめるために（
）の農場を訪れました」 第２段落第６文に「自
分自身の仮説を裏付けるために，彼は…イギリスのある農場に行きました」とあるので，①「イギリス」が正
解。②「カリフォルニア」
，③「アフリカ」
，④「彼の大学」
ⓓ 「縞模様のコートにうまく着地できた割合は，どの単色のコートに着地できた割合よりも（
）低かった
のです」 第３段落最終文には，着地できたハエの数について，縞模様の布では５匹，黒い布では 59 匹，白
い布では 82 匹だったと書かれている。縞模様の布に着地できた割合は，黒・白どちらの布と比べても 10％未
満なので，④「90％以上（低い）
」が正解。①「5％未満」
，②「59％」
，③「82％」
ⓔ 「その結果から，カーロは，シマウマの縞模様は（
）と結論づけました」 最終段落第１文後半に「縞
模様はハエがシマウマを刺すのを妨げているということを，証拠ははっきりと示しました」とあるので，②
「有害な虫を遠ざけるのに役立つ」が正解。①「彼らが狩猟者から逃れられる」
，③「彼らを十分涼しく保つ」
，
④「彼らがハエを引きつけさせる」
［全訳］
(A) 約 150 年の間，科学者たちはなぜシマウマの体には縞模様があるのかを考えてきました。縞模様はその動物
の輪郭を見えにくくするので，捕食者から逃げられるようになるのだと考えた人もいれば，縞模様はその動物を
涼しく保ってくれるのだと考えた人もいました。しかし，これらの考えはどれも正しくないか，十分な証拠がな
いと判明しました。
カリフォルニア大学デイビス校のティム・カーロは，奇妙な事実に気づきました。シマウマは重病を運ぶハエ
が多く生息する地域に住む傾向があるのです。シマウマの毛皮はとても薄いので，そのハエは特にシマウマにと
って大きな問題となる可能性があります。それにもかかわらず，なぜ彼らはハエに囲まれて生活する危険を冒す
のでしょうか。カーロは，彼らはハエを避けるために縞模様を発展させたのだと考えました。自分の仮説を裏付
けるために，彼は，シマウマと馬が暮らしていて，ハエが自然に発生する，イギリスのある農場に行きました。
彼はハエが動物の周りでどのように行動するかを詳しく観察するために，ビデオカメラを設置しました。
遠くから見ると，虫はシマウマと馬に同じ程度引きつけられているように見えました。しかし，虫がシマウマ
に着地しようとしたとき，虫は減速することができず，縞模様を通り過ぎたり，縞模様にぶつかって跳ね返った
りしたのです。次に，カーロは何頭かの馬に異なるタイプの布――黒い布と白い布，縞模様の布――をかぶせ，
着地に成功した数を数えました。その結果は際立った対比を示しました。30 分間で，縞模様の布をかぶせられた
馬に着地したハエはわずか５匹でしたが，黒い布を着た馬には 59 匹が，白い布を着た馬には 82 匹が着地しまし
た。
縞模様がどのようにしてハエを邪魔するのかは，まだはっきりとしませんが，縞模様はハエがシマウマを刺す
のを妨げているということを，証拠ははっきりと示しました。カーロの発見は，シマウマ柄の縞模様のコートは
馬を，ひょっとすると人間も，虫から守ってくれるかもしれないということを示唆しています。
(B) 科学者たちは（ⓐシマウマの毛皮の模様）の謎を解こうとしてきました。ティム・カーロは，それはシマウ
マが（ⓑハエ）に囲まれて生活しているという事実と関係があると考えました。彼は自分の仮説が正しいかどう
かを確かめるために（ⓒイギリス）の農場を訪れました。詳しい観察は，ハエが縞模様に着地するのが下手だと
いうことを示しました。縞模様のコートにうまく着地できた割合は，どの単色のコートに着地できた割合よりも
（ⓓ90％以上）低かったのです。その結果から，カーロは，シマウマの縞模様は（ⓔ有害な虫を遠ざけるのに役
立つ）と結論づけました。
８
(a)－③ (b)－② (c)－⑥ (d)－④ (e)－①
［解説］
〈I have a reservation under＋名前.〉で「～の名前で予約しています」という意味。explore は「～を探険する」
という意味のほかに「～を散策する」という意味もある。let me suggest は〈let＋O＋動詞の原形〉
「O に～させ
てやる」の形で，「私に～を勧めさせてください」＝「～をお勧めします」という意味。regular「定期的な」
collection「収集物，収蔵品」 a couple of hours「数時間」
(a) 客の I have a reservation under ...と could I leave my bags here while ...?という発言から，ホテルのフロ
ントでの会話だとわかる。フロント係が I’m sorry と言っているので，
「まだチェックインできない」という
内容の③を入れれば会話の流れに合う。
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(b) 直前に客がかばんを置いていってもいいかと尋ねているので，かばんの数を聞いている⑤が入るように思え
るが，それでは客の Of course.という応答に合わない。荷物の預かり証への記入を促す②「このカードにお客
様の情報をご記入いただけますか」を入れれば，客の応答にも合うので，②が正解。
(c) 今日の日付を教えてもらった客が言うのにふさわしい発言を選ぶ。⑥「長旅のせいで，時間の感覚がなくな
ってしまいました」を入れれば，日付を思い出せなかったことの言い訳として成立する。sense of time「時間
の感覚」
，due to ～「～のせいで」
(d) 直前に客が「訪れるのによい場所を推薦していただけませんか」と言っているが，選択肢の中に場所を推薦
するような文はない。(d)のあとで客が「疲れているので，あまり遠くまで歩きたくないです」と言っているこ
とから，④「どのくらい遠くまで移動できますか」と尋ねたと判断する。be willing to do は「～するのをいと
わない，～してもかまわない」という意味。travel はここでは「移動する」という意味。
(e) (e)の前ではフロント係はグリーン城を勧めているが，(e)のあとでは塔を勧めているので，客は最初の提案に
賛成しなかったことがわかる。①「実は，そこへは明日行こうと思っていたのです」を入れれば，直後の「た
った数時間では全部の収蔵品を見きれないと聞きました」という発言にうまくつながる。
［全訳］
客 : こんにちは。タカハシ・ヨウコで予約しているのですが…。
フロント係 : 申し訳ありません，タカハシ様。(a)③あと２時間，チェックインはできません。
客 : 知っていますが，街を散策する間，私のかばんをここに置いていってもかまいませんか。
フロント係 : もちろんです。(b)②このカードにお客様の情報をご記入いただけますか。
客 : わかりました。ああ，今日は何日ですか。
フロント係 : ８月２日です。
客 : ありがとうございます。(c)⑥長旅のせいで，時間の感覚がなくなっていまして。はい，どうぞ。
訪れるのによい場所を推薦していただけませんか。
フロント係 : もちろんです。(d)④どのくらい遠くまで移動できますか。
客 : 今日はちょっと疲れているので，あまり遠くまで歩きたくないです。
フロント係 : それでしたら，
グリーン城をお勧めいたします。
そこでは美しい宝物をたくさんご覧になれます。
ホテルのすぐ前から定期バスが出ております。
客 : (e)①実は，そこへは明日行こうと思っていたのです。たった数時間では全部の収蔵品を見きれな
いと聞いたので。
フロント係 : おっしゃるとおりでございます。それでは，塔はいかがでしょうか。それは市のシンボルで，そ
の上から街全体が見えます。それはお城の隣にあります。
客 : いいですね。そこへ行ってみます。どうもありがとうございます。
９
a. ③ b. ① c. ④ d. ② e. ①
［解説］
a. attract attention で「注目を集める」という意味を表すので，③が正解。①attach「～をつけ加える，添付す
る」
，②attack「～を襲う，攻撃する」
，④attend「～に出席する」
b. ①hesitate は「ためらう，ちゅうちょする」という意味で，Don’t hesitate to do.は「遠慮なく～してくださ
，③は claim to do で「～すると主張する」
，
い」という決まり文句。②は pretend to do で「～するふりをする」
。
④は refuse to do で「～するのを拒む」
c. ①「信頼，自信」
，②「改善，改良」
，③「大多数」
，④「結論」という意味なので，④が正解。
d. ①「等しい」
，②「必要な」
，③「楽しい」
，④「元の」という意味なので，②が正解。committee「委員会」
，
decision-making「意思決定」
e. ①「支払い」
，②「原理」
，③「提案」
，④「幸福」という意味なので，①が正解。souvenir shop「土産物店」
［全訳］
a. ヘンリーの最初の小説はマスコミの大きな注目を集めました。
b. もっと情報が必要なら，遠慮なく私たちにご連絡ください。
c. 長い討論のあとで，彼らはついに結論に達しました。
d. 委員会は意思決定の過程を説明する必要があります。
e. 土産物店の中には，まだクレジットカードによる支払いを受けつけていないところがあります。
10
ⓐ－④ ⓑ－③ ⓒ－① ⓓ－③ ⓔ－④
［解説］
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at the same time「同時に」 guilty「有罪の，罪の意識がある」 according to ～「～によれば」 as good
for your health and your weight as ～の文は，getting enough sleep「十分な睡眠をとること」と going to the
gym「ジムに行くこと」とを比べて，両者は good for your health and your weight「健康と体重にとってよい」
という点で同じ程度だ，ということを言っている。
who has ... for years は An expert を説明する関係代名詞節。has been studying は動作の継続を表す現在完了
進行形。less than ～「～未満」 a night＝per night「一晩ごとに，毎晩」 have something to do with ～「～
と関係がある」 body fat「体脂肪」 who sleep only six hours は people を修飾する関係代名詞節。be likely
to do「～する可能性がある」 those who ～「～する人々」 because of ～「～のせいで」 makes you feel は
「O を～する気にさせる」
〈make＋O＋動詞の原形〉
「O に～させる」の形。
〈lead＋O＋to do〉
refer to ～「～に言及する，～について述べる」 that 以下は a recent study を修飾する関係代名詞節。measure
「～を測定する」 called cortisol は the stress hormone を修飾する過去分詞句。who didn’t sleep は people を
「O に～するよう命じる」の形。
修飾する関係代名詞節。order your body to (
)は〈order＋O＋to do〉
muscle「筋肉」 enemy「有害なもの」 mass「量」 which burns fat は muscle mass を説明する非制限用
法の関係代名詞節。keep in shape「体型を維持する」
ⓐ 「あなたは９時のジムのクラスを（
）なら罪悪感を覚えるだろうとわかっています」という意味なので，
④「～を休む」が適する。①「～を予約する」
，②「～を忘れる」
，③「
（レッスン）を受ける」
ⓑ 空所を含む文は「…ある専門家は，毎晩の睡眠が７時間未満であることは，体脂肪のレベルが高くなること
に関係があるということを（
）
」という意味。このあとに，睡眠時間が短いほど太りやすくなるという研
究結果が述べられているので，③「～を指摘する」が適する。①「～を否定する」
，②「～を疑う」
，④「～を
意図する」
ⓒ グレリンとレプチンというホルモンの働きを説明している文。続く２文に「十分な睡眠をとらないと，グレ
リンが増えてレプチンが減ります。これにより，空腹感が強まり，より多く食べてしまうのです」とあるので，
レプチンはグレリンと逆の働きをするホルモンだと考えられる。ⓒの直前に Ghrelin makes you feel hungry
「グレリンは空腹を感じさせる」とあるので，空所には hungry と反対の意味を持つ①full「満腹の」が入る。
②「幸せな」
，③「悲しい」
，④「取り乱して，怒って」
ⓓ 空所を含む文は「高レベルのコルチゾールは体に対して，お腹の周りにもっと多くの脂肪を（
）ように
命令する可能性があるのです」という意味。第３段落第１文後半に「睡眠不足はお腹の周りの脂肪を増やす可
能性がある」とあり，第３段落第３文には「人々は寝ないとコルチゾールのレベルが高まる」とある。つまり，
睡眠が不足する→コルチゾールのレベルが高まる→高レベルのコルチゾールがお腹の周りに脂肪を（
）よ
うに命令する→お腹の周りの脂肪が増える」という因果関係になっているので，空所には③「～を蓄える」が
適する。①「～を燃やす」
，②「～を制御する」
，④「～を使う」
ⓔ 最終段落の引用符内は「筋肉の組織は睡眠中に修復され，作り出されるのです。
（
）
，睡眠不足は，脂肪
を燃焼させる筋肉の量を増やすことに対して有害となるのです」という意味。空所の前が〈理由〉
，空所のあ
とが〈結果〉という関係になっているので，④「したがって」が適する。①「たとえば」
，②「もちろん」
，③
「これに対して」
［全訳］
あなたは午前８時に目を覚まし，あと１時間ベッドの中にいたいと思っています。同時に，あなたは９時のジ
ムのクラスを（ⓐ休む）なら罪悪感を覚えるだろうとわかっています。しかしながら，専門家によれば，あなた
はベッドの中にいることに罪悪感を覚える必要はまったくないのです。彼らは，十分な睡眠をとることは，ジム
に行くことと同じくらい，あなたの健康と体重にとってよい可能性があると言っています。
長年睡眠を研究し続けているある専門家は，毎晩の睡眠が７時間未満であることは，体脂肪のレベルが高くな
ることに関係があるということを（ⓑ指摘しています）
。彼の研究は，６時間しか眠らない人は太りすぎる可能性
が 27 パーセント高くなり，５時間しか眠らない人は太りすぎる可能性が 73 パーセント高くなるということを示
しています。それはグレリンとレプチンという２つのホルモンのせいなのです。グレリンは空腹を感じさせ，レ
プチンは（ⓒ満腹）を感じさせます。十分な睡眠をとらないと，グレリンが増えてレプチンが減ります。これに
より，空腹感が強まり，より多く食べてしまうのです。
別の専門家は，睡眠不足はお腹の周りの脂肪を増やす可能性があるということを示した最近の研究について言
及しています。その研究で，科学者たちは，寝なかった人々のコルチゾールと呼ばれるストレスホルモンのレベ
ルを測定しました。彼らは，人々は寝ないとコルチゾールのレベルが高まるということを発見しました。
「高レベ
ルのコルチゾールは体に対して，お腹の周りにもっと多くの脂肪を（ⓓ蓄える）ように命令する可能性があるの

模擬試験解答

です」とその専門家は言っています。
さらにその専門家は，
「筋肉の組織は睡眠中に修復され，作り出されるのです。
（ⓔしたがって）
，睡眠不足は，
脂肪を燃焼させる筋肉の量を増やすことに対して有害となるのです」とも言っています。だから，あなたが健康
を保ち，体型を維持したいなら，十分に眠って運動をするべきなのです。
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a. ④ b. ③ c. ② d. ① e. ④
［解説］
a. make sense で「わかりやすい，意味がわかる」という意味になるので，④が正解。
b. stand for ～＝represent「
（略語などが）～を表す」
。①「～を妨げる」
，②「～を贈る」
，④「～を予約する」
c. in most cases＝generally speaking「一般的に言って」
。①「率直に」
，③「厳密に」
，④「悲しそうに」
d. This report が主語になっているので，
「
（主語が）～を含む」という意味の①contains が正解。②「～を構成
する」
，③「～を推薦する」
，④「～に従う」
e. sometimes＝every now and then「ときどき」
。①「多かれ少なかれ」
，②「断続的に」
，③「すぐその場で」
［全訳］
a. 作文の最後の文は，私には意味がわかりません。
b. あなたは TTP が何を表しているかわかりますか。
c. 一般的に言って，明るい色は人々をより楽しく活発にします。
d. この報告書にはたくさんの間違いがあります。
e. 私はときどきロンドンのおばから便りをもらいます。
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a. ② b. ③ c. ③ d. ④ e. ①
［解説］
a. 文の後半が the less で始まっているので，
〈The＋比較級 ～, the＋比較級 ....〉
「～すればするほど，ますます
…」の形だと判断する。famous の比較級は more famous で，比較級のあとは〈主語＋動詞〉になるので，
The more famous she became という語順になる。
b. if it were not for ～「もし～がなければ」という仮定法過去の表現を仮定法過去完了にすると，if it had not
been for ～「もし～がなかったら」となる。主節は仮定法過去の文。
c. 〈with＋（代）名詞＋～〉
「…が～の状態で」という付帯状況を表す形だと判断する。
〈～〉の部分には分詞，
形容詞，副詞などがくる。ここでは形容詞 full を置いて，with your mouth full「あなたの口を（食べ物で）
いっぱいにした状態で」とすれば，文意が通る。
d. little には動詞を否定して「まったく～ない」という意味を表す用法がある。否定語を文頭に置くと，主語と
動詞の語順に倒置が起こり，疑問文の語順になるので，Little did I dream that ～.「私は～を夢にも思わな
かった」となる。
e. 〈keep＋O＋過去分詞〉
「O が～された状態を保つ」の形にする。keep me informed で「私が（情報などを）
知らされている状態に保つ」
，つまり「私に随時知らせる」という意味になる。
［全訳］
a. 彼女は有名になればなるほど，ますますプライベートな時間が少なくなりました。
b. もしあなたの助言がなかったら，私たちは成功していないでしょう。
c. 食べているときに，口を食べ物でいっぱいにしたまま話すべきではありません。
d. 私は自分がコンテストで優勝するとは夢にも思いませんでした。
e. 私は医師に，息子の状態に少しでも変化があったら随時知らせてくれるように頼みました。

