
 

【英語（解答）】 

[I]  
問１(a)  problem  (b) don’t have an active social life 
    (c)  10 percent (d) divorced (e) family, friends and colleagues 

 (f) less and less workplace conversation (g) loneliness 
 
問 2 10 番目 no     15 番目 family 

(Some fifteen percent of Japanese say they have absolutely no social interaction 
outside the family.) 

 
問 3 Some remain single [unmarried] all the life, as no less than twenty  

percent of Japanese now do. 
 
問 4 Fifteen percent of elderly men living alone have fewer than one  

conversation in two weeks. 
 
問５ (C) 
 
問 6 We can’t live with each other and we can’t live without each other. 
 
問 7 3 番目 more    12 番目 of  

(more and more of us are living in solitude and opting out of society  

altogether) 

  
問 8  
 (1)   B   (2)   A     (3)    B     (4)    A     (5)    C 
 (6)   B   (7)   A 
 



 
[II] 
設問 
問 1 高齢者が、可能な中で最高の身体的、知的な（認知面と情緒の面で）、そし 

て、精神的にも社会的にも幸福感とその役割を増進させ維持していくとい 
うこと。(70 字) 

 
問 2 (あ)   4   (い)   1     (う)    4     (え)    4     (お)    3 
 
問 3 社会的、行動面での決定要素の方が、生活状況あるいは医療の質より早期 

に死をもたらすことの明確な指標になることが多い。 
 
問 4 平均余命が 80 歳前後で推移しつつも、人間は 125 歳まで生きられる可能 

性が出てきているということ。 (48 字) 
 
問 5 高齢化、すなわち、高齢者が人口の中でますます大きな比率を占める 

ことであるが、世界中で「新たな標準」になりつつあり、これは最も発達し 
た先進国においてだけではなくなってきている。 

 
問 6 急速なグローバル化と都市化で、家族が移住したり、周囲が支援を与えら 

れなくなったり、医療制度が不十分で、高齢者が遠隔の村に残され、自分で 
自分自身や後に残された幼い子供の世話をせざるを得なくなる状況。 

(98 字) 
問 7 (C) 
 
[III] 
 
Q1. (A)  1  (B)  3   (C)   3   (D)   4   (E) 4  (F)  2  (G)  2   (H)   3  

(I)  4  (J) 1 
 
Q2. (ア) varies（イ）using（ウ）turned（エ）staying（オ）making 
 
Q3. C 
 
Q4.最も根本的なところでは、マナーは、我々が他人に配慮を示すのを促す一連の共有され 

たルールであり、自分のためだけに行動することではないのである。 



Q5. 他人の公共の場所の使い方を制御するという形で。(23 字) 
 
Q6. 歴史的には観客が黙って座っていることは必ずしも期待されていなかった。 
 
Q7. A 
 
Q8.イギリスでは母親が授乳するのが減ってきていること。(24 字) 
 
Q9. (A) 
 
[IV] 
  These days, I see many passengers take more space than is needed on the train 
especially in evening rush hour. I think it is bad manners and wonder why they don’t 
show more consideration for other passengers who are very tired. I don’t mean that we 
should always conform to strict social norms, but that in terms of happily coexisting, we 
are expected to try to cooperate with and take care of each other. With a little more 
consideration for others, we can create a more comfortable society where we may find a 
little but precious happiness, I believe. (99 語) 
  
[別解] 

We still see some people using mobile phones in a wrong way. We sometimes see 
them speaking loudly while on a train. The other passengers are disturbed by phone 
ringing and loud talking. Also, people’ lives may even  be threatened because the 
pacemakers worn by some people with heart trouble may malfunction when mobile 
phones are used nearby. Therefore, the use of mobile phones should be more strictly 
regulated in public places. Moreover, although officially illegal, other people are using 
mobile phones while driving. This is a matter of everyone’s safety, so I think there 
should be more strict penalties for using mobile phones while driving. （106 語）    
 

【英語（講評）】 

 出題量は昨年に比べ少し増加した。難易度はほぼ同じであろう。昨年は、長文中に問題が組み込

まれたり、長文の構造とリンクした自由英作文問題が出題されたが、今年は一昨年と同様に、大問

[IV]として独立して出題された。新傾向として長文中に整序作文問題が出題された。また、長文中

の和文英訳は、例年通り、数値に関連する表現を問う問題が見られた。読解問題では、代動詞や指

示語を含む表現を英語で具体化する問題も新たに出題された。それ以外は多方面に及ぶ読解力が問

われているので、正統な勉強法で正統な英語力を身につけるようにしたい。 


