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一般入試前期Ａ日程　１日目

英語

■出題のねらい
　日常的な会話の内容を正確に理解する問題です。２者のやりとりの流れを見失わないよ
うにしながら，細かい情報を読み取ります。テーマは「チャリティマラソン」です。チャ
リティとマラソンがどのように結びついているのか，注意深く読んで正確に把握しましょ
う。

■採点講評
　全体的によくできていました。 ４  では②“set up a charity herself”を選んだ人が多
かったですが，ここでの“a charity”は「慈善団体」の意味です。カタカナ語として定
着している単語も，英語としては多様な意味を持っているケースがよくあります。カタカ
ナ語にはくれぐれも注意しましょう。

■出題のねらい
　ある美術館のレポート記事を読み，ポイントとなる情報を的確に読み取る力を問う問題
です。個性的な美術館ですから，一般的知識に頼らず，注意深く読むことが必要です。事
実の報告と記者の感想を区別しながら，各問で求められている情報を探していきましょう。

■採点講評
　全体としてよくできていましたが， ９  の正答率が低かったです。②“Check the 
website for the best time of year to visit the rose garden”を選んだ人が多かったです。
単語だけを拾い読みするのではなく，じっくりと本文を読み込むことが必要です。重要な
ヒントは，be sure to ～�（必ず～�してください）という表現です。日常会話でも頻繁に使
われますので，覚えておきましょう。

Ⅰ

Ⅱ

■出題のねらい
　本文は，バターの供給不足や価格が高騰している理由を紹介した英字新聞記事からの抜
粋です。（２），（３）の問題となっている語彙以外は，基本的な語彙力で読める文ですが，
問われている部分の前後だけを読むのではなく，しっかり全体の文脈を捉えていないと正
確に解答できない問題になっています。また，本文の英語に照らし合わせながらグラフを
理解する能力も問うています。

■採点講評
　全体としてよくできていましたが， 12  の正答率が比較的低かったです。間違って③

“not becoming worse in quality”を選んだ人が多かったですが，それでは本文の“not 
suited to long-distance transport”と整合性がとれません。知らない単語の意味も周りの
文脈から推理して，文章全体の理解につなげるよう心掛けましょう。

■出題のねらい
　最近ニュースで報じられることが増えた人工知能（ＡＩ）に関する英字新聞記事からの
抜粋です。ＡＩの活用事例，将来の適用分野，さらにその進化によって予測される雇用問
題等についての情報をつかみ，的確に正答を導き出せるかを問う問題です。情報を整理し
ながら全体の流れを捉えて読む必要があります。ＡＩの劇的な進化が実際に自分たちの生
活にどのような影響を与えるのか想像しながら読むとよいでしょう。

■採点講評
　ＡＩという，昨今話題のテーマではありますが，全体としての正答率はそれほど高くは
ありませんでした。例えば 19  の“robot shopping assistants”についての問題は，簡単
そうに思えるかもしれませんが，本文を丹念に読まなければ正答にはたどり着けません。
一般的な知識に頼りすぎないよう注意しましょう。また，選択肢が英文の 22  も難しい
と感じる人が多いかもしれません。このタイプの問題では，選択肢に使用されている単語
を手掛かりに，本文の該当箇所をじっくり読むことが重要です。同じことを別の言い回し
で表現することもありますので，単語・熟語の力も必要となります。

Ⅲ

Ⅳ

　（２）では，１）の穴埋め問題はよくできていましたが，３），４）の富栄養化に関する
問題の正答率がいま一つでした。３）の正答は②です。最近では人間活動によって栄養塩
類が過剰に供給されるケースが注目されていますが，水域が貧栄養状態から長期間を経て
富栄養状態へ遷移する自然現象も富栄養化と呼ばれます。４）の正答は①です。水の華

（アオコ，青粉）は海ではなく，湖沼や池などの淡水で発生する現象です。淡水性の植物
プランクトン（おもに浮遊性ラン藻）が大発生するために起こります。緑藻やミドリムシ
などが増殖しても似たような現象が起こりますが，これらは水の華とは異なるので注意し
てください。

■出題のねらい
　（１）では，地球上の環境は多様であり，そこには様々な生物が存在することに関わる
知識を確認するため，世界自然遺産に登録されている屋久島の森林生態系を題材として，
森林の階層構造，土壌，バイオーム，および生物の多様性を脅かしている特定外来生物に
関する内容を中心に出題しました。（２）では生態系のうち水界生態系を中心とした炭素
循環とエネルギーの流れ，および水域の富栄養化に関わる知識を問う内容を出題しました。

■採点講評
　正答率は約50％でした。（１）の１）では， 27  ， 28  の正答率が低調でした。 27   
を「落葉広葉樹」と答えた解答が多かったですが，正しくは常緑広葉樹のスダジイです。
暖地性照葉樹林の代表的な樹種なので，覚えておきましょう。一方，屋久杉などのスギ，
ヒノキは温帯性の針葉樹です。生態系に関する問題では植物の名前が問われることが多い
ので，教科書に出てくる代表的な植物について整理して学習しておきましょう。 36  では，
硬葉樹林に関する基礎的な知識を聞いています。①と答えた解答が多かったですが，砂漠
はツンドラより降水量が少ないです。 37  ～� 39  では，教科書でよく使われる図を使い，
バイオームの分類を問いました。 39  がわかりづらかったようですが，砂漠とツンドラ
が含まれるので「荒原」になります。砂漠は乾荒原，ツンドラは寒地荒原に分類されま
す。 40  では日本にないバイオームを問いました。答えは雨緑樹林で，これは雨季と乾
季がはっきりしている地域にみられます。亜熱帯多雨林とした解答が多かったですが，こ
れは日本では九州南端から沖縄で見ることができます。 41  では最近テレビなどでもよ
く耳にするようになった特定外来生物について問いましたが，かなり難しかったようです。
オオクチバスは俗にブラックバスと呼ばれ，雑食性ではなく完全に肉食性の淡水魚です。
食用やゲームフィッシング目的で移入されましたが，様々な魚類や水生昆虫を捕食するた
め，生態系へ大きな影響を及ぼしています。

を取り込んでいない大腸菌では蛍光は観察されません。 14  は③が正答ですが，①を選
んだ誤答が多かったです。DNAの電気泳動の場合，短いDNA断片ほど遠く（図では下）
へ流れます。そのため，（一番上ではなく）一番下から順に500bp，1000bp，2000bpと並
びます。それゆえ，目的DNA断片の大きさが1500bpであれば，下から２番目と３番目の
間に移動するはずです。
　（２）は表などを使って解く考察問題でしたが，比較的よくできていました。
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■出題のねらい
　忍者のあまり知られていない側面について書かれた英文です。前置詞や接続詞などの用
法，構文等を理解している必要があります。また，短い英文ですが，一般知識では解けま
せんので，内容理解のために英文を正しく読み解く力をつけていくことも重要です。

■採点講評
　忍者という皆さんにとって馴染みのある話題で，全体としてよくできていました。た
だ， 27  の正答率が大変低く，不必要なものとして①の“as”を選んだ人が多かったです。
ここでは“as opposed to their popular image”（忍者の一般的なイメージとは対照的に）
となるように，③“reverse”を選ぶのが正答です。

Ⅴ

一般入試前期Ａ日程　１日目

国語

　出典　掛谷 英紀「学者のウソ」
　文系・理系それぞれの学問や学者が抱える諸問題を指摘し、解説した本です。難解な言
葉はでてきませんし、論旨も明快ですから、文意をつかむのはさほど難しくないでしょう。
問１【漢字の書き取り・読みの問題】（解答番号は１ ～�５ ）
　基本的な漢字です。「有無」はほとんどの人が書けていました。
問２【空欄補充・前後の文脈から適語を選ぶ】（解答番号は６ ・７ ）
　空欄 Ⅰ   は１行後の「学説の正当性の評価」が、空欄 Ⅱ   は２行前の「主体と客体
を完全に分離できない場合」や、直後の「外から眺める」がヒントとなります。正答率は
それぞれ6％、65％でした。空欄 Ⅰ   で大多数の受験者が「正統性」を選択していまし
たが、「正統性」と「正当性」は意味が異なります。
問３【空欄補充問題・前後の文脈から適当なものを選ぶ】（解答番号は８ ）
　空欄の直前の段落にある注意喚起による予測結果の回避の例としてどれが当てはまるか
を考えれば正答は容易に導けます。正答率は41％でした。
問４【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は９ ）
　傍線部Ａの直前の文をよく読めば正答は容易にわかるはずです。正答率は57％でした。
問５【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は10 ）
　傍線部Ｂの７行前から本文をよく読めば正答は導けます。正答率は56％でした。
問６【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は11 ）
　第３段落や２つ後の段落がヒントです。キーワードは「観察」、「実験」です。正答率は
23％でした。
問７【指示語の内容を考える問題】（解答番号は12 ）
　前後をよく読めば指示語の内容は容易につかめるはずです。正答率は91％でした。
問８【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は13 ）
　傍線部Ｅの前後の文をよく読めば正答が得られます。正答率は69％でした。
問９【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は14 ）
　予言の自己成就の例で、取り付け騒ぎと同じ例を選ぶ問題です。正答率は59％でした。
問10【文脈把握と内容理解に関する問題】（解答番号は15 ）
　１つ前の段落に正答が書かれているので１つ前の段落を読めば正答が得られます。正答
率は48％でした。

Ⅰ
講評

問11【内容を理解して小見出しを選択する問題】（解答番号は16 ）
　この節は前節の最後の「文系学問の歴史を追うことで検証してみる」を受けて展開され、
最後に「20世紀になると文系学問も急速に科学化されるようになる」と述べられています。
この点を的確に踏まえることができれば正答は⑧だとわかります。正答率は22％でした。
問12【内容を理解して小見出しを選択する問題】（解答番号は17 ）
　大多数の受験者が①を選択し、正答率は12％でした。経済予測や経済学の理論的研究が
うまくいっていないこと、「予言の自己成就」の問題、注意喚起と予測を混同させる論法
など、著者が一貫して話題にしているのは「予測の社会的影響」ではなく「科学としての
困難」です。
問13【内容合致問題】（解答番号は18 ・19 ）
　正答率は①が55％、⑧が58％でした。②や④、⑨を選択している受験者が散見されまし
た。②、③、⑦はいずれも３行目が本文の内容に合致しません。④は第４段落と反対の内
容に、また⑤は最後から３番目の段落と反対の内容になっています。⑥は「世界の中で日
本だけ」が本文に書かれていない内容です。⑨は本文に「心理学や認知科学などは、…人
間を対象にした科学であるとみなすことができる」とあるので間違いです。

　出典　伊藤 幹治「宴と日本文化―比較民俗学的アプローチ」
　デュルケムの聖俗二元論を出発点として、アメリカ・インディアンなどの原住民社会の
生活に季節が深く関わっていることを述べた文章です。キーワードとなる「季節」に注意
しつつ読めば内容を整理することは難しくありません。
問１【漢字の書き取り問題】（解答番号は20 ～�25 ）
　ａ隔離　ｂ妖術　ｃ繁殖　ｄ寄稿　ｅ留意　ｆ析出
　いずれも難解な漢字ではありません。書き取りの練習を日頃から心掛けるとともに文章
の内容を踏まえるようにしましょう。
問２【空欄補充問題・文脈把握】（解答番号は26 ～�28 ）
　空欄 Ⅰ   は空欄 Ⅱ   とセットで考えるとわかりやすいです。空欄 Ⅱ   の直後に

「強化するための集団的な行事」とあるのがヒントです。正答は①です。空欄 Ⅱ   と対
比的な内容が入る空欄 Ⅰ   は集団ではない語が入るので正答は⑤です。空欄 Ⅲ   は傍
線部Ｃの直前の内容がヒントで、正答は①です。

Ⅱ

問３【文脈把握と内容理解】（解答番号は29 ）
　傍線部Ａの次段落にあるデュルケムの本の内容を理解する必要があります。正答は④で
す。正答率は26％でした。
問４【文脈把握と内容理解】（解答番号は30 ）
　前段落最終行がヒントです。正答は②です。 
問５【文脈把握と内容理解】（解答番号は31 ）
　傍線部Ｃを含む段落の内容を読めば難しくありません。正答は②です。正答率は35％で
した。
問６【文脈把握と内容理解】（解答番号は32 ）
　次段落の内容を理解できれば正答を導くことは難しくありません。正答は③です。受験
者の正答率は84％とよくできていました。
問７【文脈把握と内容理解】（解答番号は33 ）
　傍線部Ｅでは、「狩猟＝採集」に着目していることに注意を促しています。何が足りな
いかということは、傍線部Ｅの直後に書かれているので、その内容を理解すれば正答でき
ます。選択肢の間違った箇所を示しておきます。①「モース」②「当てはまるか」④「固
執すると～�」⑤「可能性も示唆～�」⑥「信頼できない」がそれぞれ間違いです。正答率は
67％でした。
問８【小見出し・内容把握】（解答番号は34 ）
　季節の分類が他の民族にも適用されることを述べているので、正答は⑥です。正答率は
31％でした。
問９【小見出し・内容把握】（解答番号は35 ）
　聖俗の対立についてまとめているので正答は②です。正答率は33％でした。
問10【内容合致問題】（解答番号は36 ）
　正答は③です。それぞれの選択肢の間違っている箇所を記しておきます。①「デュルケ
ムの提示した聖と俗の概念は～�基本概念」、②「善と悪のように」の例、④「カシム」は
宿営地でない、⑤「モースが～�注目した」という点、⑥「どこの世界」、それぞれが間違
いです。正答率は30％でした。
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