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2007 年度大学入試センター試験 解説 ＜英語（筆記）＞ 

第１問 

Ａ 

【解 説】 

問１ 下線部の発音は②が [s]，その他はすべて [ʃ] なので，②が正解。 

問２ 下線部の発音は①が [ɔ:]，その他はすべて [ou] なので，①が正解。 

問３ 下線部の発音は①が [g]，その他はすべて [f] なので，①が正解。 

Ｂ 

【解 説】 

問１  

① envelope, furniture, horribleすべて第1音節にアクセントが置かれる。 

② material, psychology, remarkableすべて第2音節にアクセントが置かれる。 

③ effectiveは第2音節に，interviewは第1音節に，recognizeは第1音節にアクセントが置かれる。 

④ embarrassment, librarian, philosophyすべて第2音節にアクセントが置かれる。 

よって③が正解。 

問２  

① grammatical, intelligentは第2音節に，isolationは第3音節にアクセントが置かれる。 

② beautiful, bicycle, instrumentすべて第1音節にアクセントが置かれる。 

③ capacity, environment, identityすべて第2音節にアクセントが置かれる。 

④ benefit, indicate, oppositeすべて第1音節にアクセントが置かれる。 

よって①が正解。 

Ｃ 

【解 説】 

問１ 「金曜の8時に夕食に来られますか」 

① あなたの友人が来られないことはわかってるけど，あなたは来られる？ 

② 昼食が無理なら，夕食はどう？ 

③ その日に来られないなら，金曜はどう？ 

④ 7時まで仕事だって？ じゃあ1時間後はどう？ 

強調して発音されるのは you であるから，話者は語りかけている相手が来られるかどうか知りたがっている

ことがわかる。よって①が正解。②はdinnerを，③はFridayを，④はeightを強調して発音した場合である。 

問２ 「私の夏の予定をどう思う？」 

① もう君の友人がどう思っているかはわかってるよ。 

② 君が今言ったことが理解できなかったんだ。 

③ 私の冬の予定についてどう思っているかはわかってるよ。 

④ 君の予定はすばらしい。私のはどう？ 
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強調して発音されるのは what であるから，話者は語りかけている相手が夏の予定についてどのように考え

ているかを知りたがっていることがわかる。よって②が正解。①は you を，③は summer を，④はmy を強調

して発音した場合である。 

問３ 「トムは昨夜とても遅くに電話してきた」 

① うんざりだったよ。 

② きっとトムだったよ。 

③ トムは他には誰にも電話しなかったんだ。 

④ トムは普段はeメールをくれるんだ。 

強調して発音されるのは lateを修飾するvery であるから，話者は「夜遅く」かけてきたことを伝えたかった

と判断できる。よって夜遅く電話がかかってきて迷惑だったという気持ちを表した①が正解。②は Tom を，③

はmeを，④はtelephonedを強調して発音した場合である。 

 

第２問 

A 

【解 説】 

問１ 「勘定を支払った後には，支払ったことを証明する領収書が渡されます」 

 前後関係から「領収書，レシート」を意味する④のreceiptが正解。 

問２ 「ブレットには余暇の活動が多数あり，泳いだり，絵を描いたり，バイオリンを弾くなどしています」 

 後続の内容をまとめて表す語として「活動」を意味する②のactivitiesが正解。 

問３ 「幼い子どもには，通常5歳から12歳の間に抜け落ちる歯があるが，その後に永久歯が生えてくる」 

 「永久歯」を表すために空所に入れるべき語は，④の形容詞 permanent である。なお，②は「永久に」の意

味の副詞。 

問４ 「ある人に理不尽な嫌悪感を抱くとすれば，その人に偏見を抱いているのである」 

 前半の内容から，④のprejudiced againstが正解。 

問５ 「私の姉[妹]は写真の前列にいます。手に何も持っていない子です」 

 ④のwith nothingが正解。このwithはhavingの意味を表す。 

問６ 「車が少年をひいた後，少年は2日間無意識のままだった」 

 直後に形容詞unconsciousが続くのは，「～のままである」の意味を表す①のremainedである。 

問７ 「メアリーには，自分の自転車が盗まれたことを知るのはショックだった」 

 形式主語の itを受け，「（人に）ショックを与えるような」を意味するshockingを用いた④が正解。 

問８ 「私の姉[妹]は，私が1人でその問題を解決することを主張した」 

 insist on ～で「～を主張する」となり，その後に＜動名詞の意味上の主語＋動名詞＞が続く③の on my 

solvingが正解。 

問９ 「忘れるといけないから，サツキの番号を書き留めておくべきです」 

 「～だといけないから，～の場合に備えて」の意味の節を作る①の in caseが正解。 

問10 「私の友人はハワイ経由でカリフォルニアに帰る予定です」 
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 「～を経由して」を意味する②のby way ofが正解。 

問11 「仕事を始める前に，この書類にもっとよく目を通してください」 

  have a look at ～で「～を見る」を意味するので，①のa closer lookが正解。closeは「綿密な，丁寧な」の

意味の形容詞。 

Ｂ 

【解 説】 

問１  

モリソン氏：こんにちは。フッドさんにお会いしたいのですが。私の名はモリソンといいます。 

秘書：   20    

モリソン氏：いいえ，ないのですが。近くまで来たもので，彼にお会いできないかと思いまして。 

① こちらに来て彼に会いませんか？ 

② 彼の電話をお待ちになりますか？ 

③ 面会のお約束はおありですか？ 

④ お座りになりますか？ 

 最後のモリソン氏の言葉は，面会の約束もないのに突然来訪した言い訳と取れるから，③が適当。 

問２ 

夫：引っ越すのはどうだい？ 

妻：なんですって？ 引っ越しですって？    21    

夫：田舎に引っ越すのさ。いいと思わないかい？ 

妻：ええ，でも友達に会えないのは寂しいわ。 

① どういう意味？ 

② どんな運動が私には必要なのかしら？ 

③ どんな家なのかしら？ 

④ いつ引っ越すつもりなの？ 

 空所の前後から，moveの具体的な意味を問いただす①が文脈に合う。 

問３ 

マリ：ここは本当に豪華なレストランでしょう？ 

ケイティ：ディナーもすばらしかったわ。いくら払えばいいかしら？ 

マリ：今夜は私が払うわ。本当にそうさせて。   22    

ケイティ：ありがとう。 

① 私のおごりよ。 

② 1人5250円よ。 

③ ほとんど持ち合わせがないわ。 

④ 割り勘にしましょう。 

 空所の前後から，be my guest（勘定は私が払うわ）とほぼ同意で，再度念押しする①が正解となる。 
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Ｃ 

【解 説】 

問１ 「ジョンはとても賢い学生だ。彼はなにかしら問題を回避する方法を知っているように思える」 

 完成した英文は，(He somehow) seems to know how to get around problems (.) となる。ポイントは＜seem

＋to 不定詞＞と＜how＋to 不定詞＞に，イディオム get around「（問題などを）回避する」をうまく組み合わ

せることができるかどうかである。 

問２ 「私たちは今困難に直面している。もしあなたが私たちを助けてくだされば，ありがたく思います」 

 完成した英文は，(I would) appreciate it if you could (assist us.) となる。if節中の主語と助動詞にyou could

を用いて文末のassistにつなげるのが自然だから，後はwouldに続く動詞と目的語をappreciate itとすればよ

い。it は if 節の内容を指す。このように appreciate は，thank と異なり，目的語に＜人＞ではなく＜物事＞を

取る動詞である。 

問３ 「私はコンサートをとても楽しみました。家に帰る途中で，私はたまたまその歌手と同じ列車に乗り合わせ

ました」 

 完成した英文は，(On my way home, I happened) to be riding on the same train as (the singer.) となる。

＜happen＋to不定詞＞で「たまたま～する」を意味する。後は，＜the same as A＞（Aと同じ～）のつなが

りがわかればよい。 

 

第３問 

Ａ 

問１ 

【解 説】 

この状況では，「You’re asking for it!（自業自得になるぞ！）」は…を意味する。 

 ① それが欲しかったら兄さんに頼みなさい！ 

 ② おまえたちが静かにしてくれるなら金を払うぞ！ 

 ③ 方角を尋ねよう！ 

 ④ これが最後の注意だぞ！ 

  ブラウン氏が車中で騒いでいる子供たちに腹を立てた末に言った言葉であることを考えれば，正解は④以外に

考えられない。ここでは「自業自得になるぞ！」とは「痛い目にあうぞ！」位の意味。 

【全文訳】 

 ブラウン家の人々はレンタカーで札幌から富良野に向かっていた。運転中，4 人の子供たちが興奮のため，し

ゃべり，叫び続けた。彼らの大きな笑い声や，くすくす笑い，そして絶え間ない叫び声はブラウン氏をいらい

らさせた。彼は何度か子供たちに静かにするよう頼んだ。しかし，彼らは父の言うことを聞かなかった。ブラ

ウン氏はとても腹を立て，ついに彼らに「自業自得になるぞ！」と言った。 

問２ 

【解 説】 

ここでは，altruism（利他主義）は…を意味する。 
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 ① 自分自身の名誉を守るため勇敢にふるまうこと 

 ② 他者だけでなく，自分自身に対しても誠実であること 

 ③ 他者のために何かをすること 

 ④ ある状況を理解するために脳を使うこと 

  筆者が語る 2 つの経験，つまり筆者が大きな犬に襲われた時に馬が助けてくれた例と，飼い猫が犬たちに襲

われた時，飼い犬が猫を助けてくれた例から判断すると，altruism の日本語訳を知らなくとも，③が正解と判

断できる。 

【全文訳】 

 利他主義の行為は，人間だけに特有のものだろうか。私の経験からすれば，それは動物の世界にも存在する

ものだと言わねばならない。私は農場育ちで，動物に囲まれて育った。一度，私は大きな犬に襲われ，助けを

求めて叫び始めた。一頭の馬が遠くの野原から駆けてきて，犬を追い払ってくれた。飼い猫を守ってくれる犬

もいた。猫が他の犬たちに襲われている時，私たちの飼い犬が吠えて犬たちを追い払ってくれたのだ。 

Ｂ 

【解 説】 

   31    

① 集中力を発達させる 

② 重大なけがをする 

③ 肉体的な反応を向上させる 

④ 視力をよくする 

ブライアンは，テレビゲームは目と手を同時に使うので，その技術を身につけるとスポーツをより楽しむこ

とができるようになる，と言っている。したがって，③が正解。空所の直前の helpful はプラスイメージを持つ

語なので，②は不適。 

   32    

① 登場人物を真似ることは，我々にマナーを教えてくれる 

② 巧みなわざはかっこいい考えを教えてくれる 

③ テレビゲームは決してあきらめてはならないということを学ぶのに役立つ 

④ テレビゲームはより多くの利益を得るのに役立つ 

マドカは，テレビゲームをする人はさらに努力・達成しようとし，成功するまで努力し続けると言っている

ので，③が正解。 

   33    

① 子供たちはテレビゲームをやめることができず，1 日中家の中で座ったままになり，健康を害する結果

になる 

② たくさんのテレビゲームをする子供は，現実と仮想現実の違いが理解できる 

③ リセットボタンを押せば生き返ると信じているため，他人を殺す 

④ テレビゲームは子供に不適切な行為を真似させるかもしれないので，両親はゲームを注意深く選ぶべき  

だ 
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ジョーは，テレビゲームに影響されて殺人を犯してしまった若者の例を挙げたうえで，両親は子供のゲーム

選びに参加すべきだと言っているので，④が正解。 

【全文訳】 

司会者：ますます多くの若者がテレビゲームに夢中になっています。これらのゲームは 10 代の若者たちに，プ

ラスの影響もマイナスの影響も与えています。今日はこの話題について皆さんの意見を伺いたいと思いま

す。 

ブライアン：ありがとう。テレビゲームについての見解を述べたいと思います。時々，テレビゲームをするの

を楽しむ 10 代の若者は，目にしたわざを実際にやってみようとするようです。これは重大なけがにつな

がります。他方で，ある種のテレビゲームをすることで，人々は目と手を同時に使う技術を身につけるこ

とができます。そのような技術を持っていれば，若者はスポーツ活動をより楽しむことができるようにな

ります。 

司会者：つまり，ブライアン，テレビゲームは肉体的な反応を向上させるのに役立つということですね。 

マドカ：テレビゲームには，巧みなわざを披露するかっこいい登場人物が出てくるものがあり，子供たちはそ

れを真似しようとします。でも，テレビゲームは 10 代の若者にプラスの方向で影響を与えることもある

と思います。私が読んだ研究には，テレビゲームは，さらなる努力とさらなる達成感を得ようと仕向ける

ものだと述べているものもありました。例えばゲームをしていて負ければ，その人は成功するまでマスタ

ーしようとし続けるかもしれません。 

司会者：あなたとブライアンは別々の意見を述べられました。マドカ，あなたの見解は，テレビゲームは決し

てあきらめてはならないということを学ぶのに役立つということですね。 

司会者：議論すべき問題は他にありますか。 

ジョー：テレビゲームは確かに，一部の 10 代の若者に悪い影響を与えています。2 人の 10 代の若者が家でラ

イフルを手にしているのが発見されるという事件がありました。彼らはそれを使って通り過ぎていくトラ

ックを撃ち，1 人の男性を殺しました。彼らはテレビゲームの影響を受けたようです。両親は，子供にテ

レビゲームを買い与える前に，その内容をチェックすべきです。両親は，どのゲームなら子供が遊ぶのが

許されるかを決定することに積極的な役割を果たすべきです。 

司会者：ありがとう，ジョー。あなたはテレビゲームのマイナス面について触れてくれました。あなたが言っ

てくれたのは，テレビゲームは子供に不適切な行為を真似させるかもしれないので，両親はゲームを注意

深く選ぶべきだ，ということですね。 

Ｃ 

【解 説】 

   34    

① 台北は都市の灯りと，北や東に伸びる漆黒色をした河で有名である。 

② 台北は数多くの世界的に偉大な古い史跡と，立派な博物館で有名である。 

③ 台北には誇れるものが数多くあるが，おそらくその中で最も深い印象を与えるものは，L 字型をした台

北 101モールではないだろうか。 

④ 台北の最新の呼び物として，流行の最前線を行く粋な商品が含まれている。 
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空所の直後に，「それは 508 メートルの高さを持ち，世界の最も高い建築物の１つである」とあるので，空

所には高い建築物について触れた文が入ると判断できる。よって③が正解。 

   35    

① また4階には，5階へと続くエスカレーターが何機か設置されている。 

② ５階では，展望デッキに上がるためのエレベーターのチケットを購入できる。 

③ コロンビア産の有機栽培されたコーヒー豆が特に有名である。 

④ 展望台を使用するにあたって，予約は必要ない。 

空所の直後に「They は世界最高の速さで，あっという間にビルの最上階まで運んで行ってくれる」とあり，

空所はこの they にあたるものに言及していると考えられる。したがって，展望デッキ行きのエレベーターにつ

いて述べた②が正解。 

   36    

① このビルを訪れれば，この近代都市の魅力を感じることができる。 

② 台北101を見るために高い入場料を払う価値はある。 

③ 買い物と，おいしいコーヒーを楽しみたい海外からの観光客にとって，台北は絶対訪れるべき場所であ

る。 

④ 台北はとてもすばらしい都市なので，修学旅行にはお勧めである。 

前後の文脈から考えて，空所には台北 101 の魅力について述べた文が入ると判断できるので，①が正解とな

る。台北101を見るのに入場料がかかるとは書かれていないので，②は不適。 

【全文訳】 

 台北には誇れるものが数多くあるが，おそらくその中で最も深い印象を与えるのは L 字型をした台北 101 モ

ールだろう。それは 508 メートルの高さを持ち，世界の最も高い建築物の１つである。台北は現代的な建築物

ではあまり広く知られていないかもしれないが，このそびえ立つようなビルを有しているのである。このビル

は台北の進歩，アイデンティティー，そして未来像の象徴になっている。 

 まず，地下から出発して上層階へと順番に見てゆこう。地下にはアジア最大規模の飲食店街，グランド・マ

ーケットがある。１階に移動すると，ここからにぎわいを見せる商店街が始まる。2 階と 3 階にはあらゆる種

類のデザイナーショップがあり，一方 4 階はシティー・スクエアと呼ばれ，中央広場にはテーブルを並べたコ

ーヒー・ショップが軒を連ねている。5 階では，展望デッキに上がるためのエレベーターのチケットを購入でき

る。このエレベーターは世界最高の速さで，あっという間にビルの最上階まで運んで行ってくれる。500 メー

トル下方では，街の灯りで景色がオレンジとピンクを混ぜ合わせた色で輝いている。日没後でさえ，夜空より

も黒い，台北を取り囲む山々の稜線を見分けることができるのである。 

 台北 101 は，台北の進歩とアイデンティティーを象徴している。このビルを訪れれば，この近代都市の魅力

を感じることができる。もちろん台北の文化のその他多くの側面も同じように魅力的である。しかしながら，

この都市の住民は，このようなすばらしい建物を有しているということに誇りを持ってよい。 

 

第４問 

【解 説】 
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A 

問１「グラフ中で，Xはどのような種類の飲料水を表しているか」 

  ① 炭酸飲料 

  ② フルーツジュース 

  ③ 緑茶 

  ④ 野菜ジュース 

 第１パラグラフの第３文によると，80 年代後半に炭酸飲料水が人気のトップだったとあるから，グラフの

1987年時点の順位と照合すれば，①が正解となる。 

問２「本文によれば，正しい文はどれか」 

  ① 炭酸飲料は，2004年においてもなお人気がトップであった。 

  ② コーヒー飲料の生産は，その導入以来，劇的に増え続けた。 

  ③ フルーツジュースの生産は，1987年以降下がった。 

  ④ 野菜ジュースは，清涼飲料水市場のかなりの部分を占めた。 

 第１パラグラフの第７文からグラフの Y がフルーツジュースを，第９文と第 10 文から Z が野菜ジュースを

表すとわかる。Y のフルーツジュースの生産量が減少していることは明らかであり，一方②の「劇的に増え続

けた」とか，④の「市場のかなりの部分を占めた」などは相対的に見て，断言できない。したがって，③が正

解となる。 

問３「筆者が同意すると思われる文はどれか」 

  ① 茶飲料は，市場で最も古い種類のパック入り飲料である。 

  ② 1987年以来，清涼飲料水の総生産高は減少している。 

  ③ 緑茶は，甘みがついていないので人気が高まった。 

  ④ 野菜ジュースは，近い将来人気を得るだろう。 

 第２パラグラフの第１文と第２文に，緑茶飲料の人気の理由は「甘くない」ことだとある。したがって，③

が正解となる。他の選択肢はいずれも，本文とグラフから筆者が同意すると読み取ることはできない。 

【全文訳】 

 のどが渇いたとき，何を飲みたいと思うだろうか？ 1987 年以来，日本における様々なタイプのパック入り

清涼飲料水の人気は，かなり変化してきた。80 年代後半には，（ソーダやコーラのような）ありとあらゆる種

類の炭酸飲料の人気が先行し，フルーツジュースが僅差の２番目，コーヒー飲料がそれにやや遅れて競い合っ

ていた。しかし2004 年までには，それらの飲料水は市場に新規参入した飲料水，つまりあらゆるタイプのお茶

から作った飲料水にその地位を譲った。緑茶を含む茶飲料が，炭酸飲料，コーヒー飲料のどちらも凌いでトッ

プに立ったのである。茶飲料の総生産高は，それに続く競争者である炭酸飲料，コーヒー飲料のほぼ２倍に近

かった。フルーツジュースは人気が４位に転落し，80 年代後半の最も高いレベルからほぼ４分の１生産量が減

少した。第５位はスポーツドリンクが維持したが，これは1987 年には茶飲料に先行する４位であった。緑茶が

パック入り製品になったのとほぼ同じ頃に，野菜ジュースも市場に現れた。それ以来，これは非常に少量では

あるが，相対的に堅実な地位を市場で保ってきている。 

（図表は省略） 
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 茶飲料の人気の理由の１つは，おそらくコンビニで買うおにぎりと一緒に甘味料の入っていない緑茶飲料を

飲みたい人が多いからだろう。他の多くのパック入り清涼飲料水は，ごはんを食べる際にあまり人々の舌に合

わない糖分をいくらか含んでいるのである。 

B 

問１「インターネットで予約をすると，…を受ける[もらう]ことができる」 

  ① 「屋久島エコツアー」というマークの入ったステッカー 

  ② 「世界遺産ガイドブック」が無料で1冊 

  ③ トレーナーシャツの価格の10％割引 

  ④ 1人当たり3,500円の割引 

 広告の左上と右下の囲み記事に，「ネットで予約すれば，旅費が 10％割引される」との趣旨の文句があり，

旅行参加費は35,000円とある。したがって，④が正解となる。 

問２「広告によれば，正しい文はどれか」 

  ① ハイキングの後に，安房での買物時間がある。 

  ② 旅行の実施には２人以上の参加者が必要である。 

  ③ 旅行中のバス代を持参する必要がある。 

  ④ 旅行には軽装だけでかまわない。 

 旅行の最小催行人数の記載に２名とある。したがって，②が正解となる。 

【全文訳】 

屋久島エコツアー 

  ネット予約で 

  旅費10％OFF 

 

 

 

屋久島エコツアーは，屋久島の美しい自然を楽しむガイド付きのハイキング旅行です。有名な屋久杉を始め，

様々な動植物を見ることができます。 

――――― ♢ ――――― ♢ ――――― 

 参加費：35,000円（航空費，バス代，昼食費，入場料込み） 

 最小催行人数：２名 

 旅程： 

鹿児島空港（8：30 発） →
飛行機

屋久島空港→
バス

安房繁華街（自由時間１時間；昼食）→
バス

屋久杉ランド（２時間の

ガイド付きハイキング）→
バス

屋久島空港 →
飛行機

鹿児島空港（16：50着） 
ガイドが屋久島空港インフォーメーション・カウンターにて，「屋久島エコツアー」と書かれたプラカード

を掲げて，お待ちします。 

 英語通訳ガイド：別途料金にてご利用可能です 

――――― ♢ ――――― ♢ ――――― 



  
 

2007 年度センター試験 英語 

- 10 - 

屋久島について 

屋久島は，鹿児島県大隅半島の南南西沖約 60km に位置し，周囲 135km のほぼ円形の島です。1994 年に巨大

な屋久杉の森が世界遺産に指定されました。 

――――― ♢ ――――― ♢ ――――― 

ご出発の前に 

必ず暖かい衣服をお持ちください。島の海岸地帯の気候は亜熱帯ですが，山岳部はきわめて冷えることがあり

ます。雨も島の北東部周辺では激しいので，雨傘をお持ちください。ハイキングには快適なシューズをご着用

ください。 

KGMS エコツアー      KGMS トラベル： 

トレーナーシャツ      ネット予約で，旅費が10％お得 

3,000円      URL：www.kgms-t.co.jp 

       TEL：(09974) 2-XXXX 

 

第５問 

【解 説】 

Ａ 

問１ 「なぜジン・アーは別の目的地へ船で行くことになっているのか」 

 ① 博多行きの切符が他の切符より安かったから。 

 ② もともとの目的地行きのフェリーに乗り損なったから。 

 ③ 下関へ行く予定だったフェリーが運休になったから。 

 ④ もともとの目的地行きの切符が売り切れたから。 

 アンナの発言より，ジン・アーはもともと下関行きの船に乗る予定だったが，予約でいっぱいだったため，

博多行きのものに変更したことがわかるから，④が正解。 

問２  チズコの説明によれば，彼女の出で立ちは，ひまわりの模様のついたぴったりとしたズボンに，無地のリ

ボンが巻きついた広いつばの麦藁帽子，そして手に雑誌を持っているということなので，選択肢の中で，こ

の条件に合致する絵は⑤ということになる。 

【全文訳】 

 アンナが助けを求めて友人のチズコに電話する。 

アンナ：もしもし，チズコ，アンナよ。 

チズコ：あら。明日はあなたとお友達が博多に来る日よね。 

アンナ：そう，でもちょっとした問題があるの。 

チズコ：どうしたの？ 

アンナ：うん，ムーン・スクは予定通りに来るの。でも，ジン・アーは切符を買うのをぎりぎりまで待ってい

たの。それで，下関行きの切符を買おうとしたときには，船の予約はいっぱいだったのよ。 

チズコ：まあ…。 

アンナ：幸運なことに，博多行きの切符は手に入れることができたの。問題は，2 人とも同じような時刻に着く
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のよ。 

チズコ：つまり，私にジン・アーを迎えに行ってほしいってことね。 

アンナ：そうしてもらえる？ 

チズコ：もちろん，彼女に会えれば嬉しいわ。 

アンナ：やったわ！ じゃあ，私は下関でムーン・スクと会って，それから博多まで車で行って，あなたたち

と合流するわ。 

チズコ：ジン・アーは何時に着くの？ 

アンナ：コスモス・ラインのフェリーで午前8時に着くわ。 

チズコ：午前8時ね。問題ないわ。どうすればお互いがわかるかしら。 

アンナ：ジン・アーが今夜釜山から私に電話をくれるから，その時にあなたが出迎えてくれること，そしてあ

なたの服装を伝えられるわ。明日はどんな服装で行くつもり？ 

チズコ：うーん…私の花柄のズボンは知ってる？ 

アンナ：バラの模様の？ 

チズコ：ううん，ひまわりのよ。 

アンナ：ゆったりとしたのだよね？ 

チズコ：いえ，ぴったりとしたのよ。 

アンナ：そう，わかった。先月天神で一緒に買い物に行ったときにはいてたやつね。 

チズコ：そうよ。それをはいていくわ。それから，広いつばの麦藁帽子をかぶって行くわ。 

アンナ：それには何か飾りがついてるの？ 

チズコ：うん。無地のリボンが巻きつけてあるわ。それから，雑誌を手にしておくわ。 

アンナ：いいわ！ あなたを見逃すはずがないわ。本当にありがとう。明日午前 11 時頃，サクラホテルでみん

なで会わない？ 私たち4人で昼食を一緒に取れるわ。 

チズコ：いいわね。安全運転を心がけてね。 

アンナ：そうするわ。またね。 

Ｂ 

問１  

 キャロルがゲームの説明をする中で，「その線自体が交差したり，他の線と交差するような線を引いては

だめ」と言っているから，線自体が交差してしまっている③がルールを破っていることになる。よってこれ

が正解。 

問２ 「このゲームでは，順番が来て…時に負けとなる」 

 ① すべての点がお互いにつながっている 

 ② 線が引けなくなった 

 ③ 点がすべて線で囲まれた 

 ④ 点の中の1つが1本の線で囲まれた 

 「もう 1 本も線が描けなくなるまでやり続けるの」というキャロルの説明と，これを受けての「そして最

後の線を書いた人が勝ちってこと？」というトモの発言より，自分の順番が来た時に，線を引くことができ
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ない状態になっていれば負けになることがわかる。したがって，②が正解。 

【全文訳】 

キャロルとトモが学校の食堂にいる。2 人はちょうど昼食を終えたところで，次の授業が始まるまで少し時間

がある。 

キャロル：ちょうど新しいゲームを知ったところなの。やってみる？ 

トモ：もちろん。 

キャロル：私が1枚白紙を持ってるから，必要なのは鉛筆だけよ。 

彼女は鉛筆で紙に3つの点を描く。 

キャロル：ゲームの始まりはこれらの点よ。本当は，何個の点から始めてもいいの。でも，最初は 3 つか 4 つ

で始めるのが一番いいわ。 

彼女は紙にもう1つの点を描き加える。 

トモ：紙のどこに点を描けばいいの？ 

キャロル：好きなところどこでもいいのよ。さて，どれでもいいから 2 つの点を線で結ぶの。参加者は順番に

線を引いていくのよ。 

彼女は隣り合う2つの点を曲線で結ぶ。 

トモ：直線でなくてもいいの？ 

キャロル：うん。どんな線でもいいのよ。実際，同じ点で始まり，終わるような輪を描いた線でもいいの。で

も，その線自体が交差したり，他の線と交差するような線を引いてはだめなの。 

トモ：わかった。それから？ 

キャロル：線を引き終わったら，その線のどこかに新しい点を描くの。１つの点はみんな，3 本の線しかつなげ

られないの。だから，線に描き加えられた点はすでに2 本の線とつながっているから，あと1 つしか線

をつなげないのよ。 

トモ：わかった。他にルールはある？ 

キャロル：いえ。それですべてよ。もう1本も線が描けなくなるまでやり続けるの。 

トモ：そして最後の線を書いた人が勝ちってこと？ 

キャロル：その通りよ。ルールがわかったところで，始めましょう！ 

 

第６問 

【解 説】 

Ａ 

問１ 「なぜヴァレリーと祖父は笑ったのか」 

 ① ヴァレリーがまだ（旅行の）準備を終えていなかった。 

 ② ヴァレリーがスーツケースにたくさんのものを詰め込みすぎていた。 

 ③ 2人ともヴァレリーの言ったことが本当ではないと知っていた。 

 ④ 2人ともヴァレリーはほとんどお金を持っていないとわかっていた。 

 「パリとかバルセロナで新しいドレスや靴をたくさん買えるわ」というヴァレリーの発言の後で，「ヴァ
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レリーはファッションに全く興味を持っていなかったので，2 人とも笑った」と説明されているので，③が

正解。 

問２ 「祖父はヴァレリーの旅行計画について，どんな貴重な助言をしたか」 

 ① 動物園に行く。 

 ② 身軽な旅にする。 

 ③ 本格的な食事をする。 

 ④ すべてを計画したりしないようにする。 

 祖父は「時には細かい計画を立てないのがいいかもしれないね」と助言しているので，④が正解。 

問３ 「祖父は初めてのバルセロナ旅行からどのような思いがけない経験を語ったか」 

 ① たくさんの奇妙な人々に会った。 

 ② さまざまな衝撃的な芸術作品を見た。 

 ③ 香辛料のよくきいたスペイン料理を楽しんだ。 

 ④ 珍しいゴリラに会った。 

 祖父はバルセロナ旅行でふらっと動物園に行き，スノーフレイクという珍しいゴリラを見た経験を語って

いるので，④が正解。 

問４ 「なぜスノーフレイクは動物園で人気のある見世物だったのか」 

 ① 変わった名前を持っていた。 

 ② 珍しい色をしていた。 

 ③ 多くのさまざまな芸をした。 

 ④ ガラスの壁の後ろで飼われていた。 

 祖父が「彼[スノーフレイク]は珍しい色をしていたので，とても有名になっていたんだ。展示ホールでガラ

スの壁の向こう側にいる彼を見るために，たくさんの人々が列をなしたんだよ」と述べているので，②が正

解。 

問５ 「祖父によれば，アフリカのゴリラにとって深刻な危険とは何か」 

 ① 皮膚がんになる危険性が高い。 

 ② 大気汚染のため健康を害する。 

 ③ 人間の暴力に脅かされている。 

 ④ ライオンや他の動物がしばしば襲う。 

 祖父が「野生ではとてもたくさんのゴリラが狩人に殺されたり，病気で死んだりしている」と言っている

ので，③が正解。 

Ｂ 各選択肢の意味とその適否については以下の通り。 

① 「祖父は，ヴァレリーとヨーロッパに行きたいと言ったが，忙しすぎた」 

  →誤り。祖父はヴァレリーとヨーロッパへ行きたいとも，忙しいとも言っていない。 

② 「ヴァレリーが計画していた旅行で彼女はとても忙しくなるだろうと思われた」 

  →誤り。ヴァレリーはヨーロッパ旅行について，「でも，基本的には，まだあまり計画が立っていない

の」と言っているから，忙しくなるとは思われない。 
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③ 「祖父は特にスノーフレイクを見るために動物園へ行った」 

  →誤り。祖父は「私たちは特に有名な芸術作品を見に来たんだが，ある日，ほんの気晴らしに動物園へ

行った」と言っているので，スノーフレイクを見たのはそれが目的ではなく，偶然の結果であったこと

がわかる。 

④ 「祖母はバルセロナ動物園を訪れる機会がなかった」 

  →誤り。祖父の回想から，祖父は祖母と一緒にバルセロナ動物園に行っていることがわかる。 

⑤ 「スノーフレイクは動物園に住んでいたが，アフリカで生まれた」 

  →正しい。祖父が「スノーフレイクはアフリカの森で捕らえられ，それから動物園に連れて来られた」

と言っている。 

⑥ 「スノーフレイクは80歳で死んだ」 

  →誤り。スノーフレイクが死んだのは 40 歳の時であり，これが人間で言えば 80 歳にあたるというだけ

である。 

⑦ 「スノーフレイクは大変な大家族を持っていた」 

  →正しい。「彼[スノーフレイク]は３匹の伴侶がいて，何匹かの『子供』がいて，22 匹の『孫』がい

た」と言っているので，スノーフレイクは大家族であったと言える。 

⑧ 「動物園のゴリラの１匹はヴァレリーにとても大きな印象を与えた」 

  →正しい。ヴァレリーは祖父に寄せた便りで，スノーフレイクの孫の１匹に会い，そのゴリラの目を決

して忘れることはないだろう，と語っている。 

【全文訳】 

白髪の老人が分厚い本を手にし，疲れた目をこすりながら，お気に入りの椅子に座っていた。19 歳の孫娘ヴ

ァレリーが部屋に入ってきたとき，彼は目を上げてほほえんだ。彼の目は彼女を見るとすぐさま幸福感で輝い

た。 

「こんにちは，おじいちゃん。何を読んでるの？」と彼女は尋ね，彼のそばに椅子を引き寄せた。 

「ああ，これはスペインの建築に関する本だよ。でも本当は読んでたわけじゃないけどね。ほとんど，ただ絵

を見て眠り込んでいるだけだよ」と彼は笑いながら言った。「もう荷造りは終わったかい？」と彼は尋ねた。

翌日の朝，ヴァレリーと彼女の 2 人の友達は 2 週間の休暇のためヨーロッパに旅立つことになっていたのであ

る。 

「ほとんどはね。身軽な旅にする必要があるから，パリとかバルセロナで新しいドレスや靴をたくさん買える

ようにね」 ヴァレリーはファッションに実際全く興味を持っていなかったので，2 人とも笑った。彼女は外

国語や音楽，美術，おいしい食事やその他多くのことを愛していた――しかし，衣服を買うことを好んではい

なかった。 

「おまえたち3人は旅行で何をしたいか，とうとう決めたのかい？」 

ヴァレリーは一瞬考えてから答えた。「うん，ナオミは本当にエッフェル塔を見たがっていて，私たちは 3

人ともルーヴル美術館を訪ねたいわ。ミカと私はバルセロナですばらしい建築物を見たいとも思ってるわ。で

も，基本的には，まだあまり計画が立っていないの。何か提案がある？ あんなに何度もヨーロッパにいらっ

しゃってるんですもの」 
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ヴァレリーの祖父は口をつぐんでからゆっくりと返事をした。「うん，時には細かい計画を立てないのが一

番いいかもしれないね。おまえのおばあちゃんと私が初めてバルセロナに行ったときのことを思い出すよ。毎

日美術館やコンサートに出かけたんだ。闘牛やサッカーの試合も見た。おいしい食事をし，たくさんのおもし

ろい人たちに会った。でも，あの旅から得た私の一番の思い出は，全く予期しないものだった」 祖父は再び

口をつぐみ，そして言った。「私たちは特に有名な芸術作品を見に来たんだが，ある日，ほんの気晴らしに動

物園へ行ったんだ。そしてそこで私に大きな影響を与えることになるものに出会ったんだよ」 

「そのものの名はスノーフレイク（雪片）だった」と彼は続けた。「ゴリラ，それも白い毛皮とピンクの皮膚

を持ったとても特別な種類の白色ゴリラだった。まだ３歳の時に，スノーフレイクはアフリカの森で捕らえら

れ，それから動物園に連れて来られた。珍しい色をしていたので，とても有名になっていたんだ。展示ホール

でガラスの壁の向こう側にいる彼を見るために，たくさんの人々が列をなしたんだよ」 

「本当のところ」と祖父は言った。「初めて彼を見た時は，現実のものとは思えなかった。でも，もっと近く

に寄ってみると，彼はゆっくりと私の方を向き，私の目を正面から静かに見つめたんだ。生まれて初めて，私

は人間以外の種の目の中に知性と意識を感じた。それは私に，決して忘れられない印象を与えたんだ」 

「それでどうしたの？」とヴァレリーは尋ねた。 

「実際のところ，スノーフレイクの方が行動を起こしたんだよ。お互いの目を見つめていると，140 キロのゴ

リラが突然ガラスの壁に手のひらを打ちつけ，大きく強い音を立てたので，部屋にいた人々はみんな驚いて叫

び声をあげたよ。スノーフレイクは私たちの反応にかなり喜んだようで，何気ない風で向こうを向き，葉っぱ

を食べたりしていたのさ」 

「じゃあ，彼はおじいちゃんを驚かせたのね。ユーモアのセンスを持ってたみたいね」とヴァレリーは言った。

「でも，そんなすばらしい動物が檻の中に住むなんて悲しくないのかしら」 

「悲しいかもしれないね」と祖父は答えた。「でも野生ではとてもたくさんのゴリラが狩人に殺されたり，病

気で死んだりしているから，どちらの生活の方がよいと言うのは難しい。それにスノーフレイクはゴリラにし

ては長生きして40歳まで生き，これは人間で言えば80歳にあたるんだ」 

「じゃあ，彼はもう死んだの？」とヴァレリーは尋ねた。 

「うん，2003 年に皮膚がんで死んだよ。彼はもちろん，とても薄い色の皮膚を持っていたので，日光は彼に

とってとても危険なものだったんだ。とても痛ましい最期だったけど，きっと幸せな思い出もあったと思うよ。

3 匹の伴侶がいて，何匹かの『子供』がいて，22 匹の『孫』がいたから，それはすてきなことだったにちがい

ないよ」 

祖父はヴァレリーにほほえみかけて，言った。「とにかく，すべてを計画したりはしないのが一番いいよ。

旅行では，あらゆる種類のすばらしい，予想もしない出会いが待っているかもしれないからね」 

約 1 週間後，祖父はヴァレリーとその友人たちから便りをもらった。彼女たちはすばらしい時を過ごし，た

くさんの新しい活動を楽しんでいるとのことだった。前もって計画したわけではないけれども，バルセロナ動

物園にも行き，そこでスノーフレイクの孫にあたるうちの 1 匹を見た。この赤ちゃんゴリラは白い毛皮ではな

かったが，輝くような，知性にあふれた目をしており，ヴァレリーはその目を決して忘れないだろうと伝えて

きた。 


