解答速報 英語

2022 年度 東海大学
【

講 評 】
１は「完璧主義」がテーマの長文問題。難単語が散見されたが、慌てず文脈を踏まえればそれほど障害には

ならない。設問には迷う選択肢はないので、この大問は落ち着いて高得点を狙いたい。２は文法の選択問題。
標準レベルである。３は語彙の問題。５，６，10 はやや難。４の会話文は標準的なレベルだが、1 つ目は 3 人
による会話なので発話者をしっかりと確認しないと混乱する恐れがある。５の文整序は指示語や代名詞をチェ
ックしながら読むと特定しやすくなる。６の図表問題は易しいのですばやく全問正解が合格には必須。７の和
訳問題では(1)が後置修飾、(2)は仮定法未来と so far as to の訳出がポイントで、レベルはやや難。８の英訳問
題はかなり難かしい。特に(1)はかなりの語彙力を必要とする。
全体的に 1 日目よりも難度が上がっているため合格ラインは 5～10％下がるだろう。
【

解 答 ・ 解 説 】

１

問１ エ

問２ ウ

問3 イ

問9 イ

問 10 ア

問 11 イ

問4 ア
問 12 ア

問5 ア

問6 ア

問7 ウ

問8 エ

問 13 1. T 2. T 3. F 4. F

問１ エ 「第 1 段落によると、(エ)ヘンリー・ロイスの完璧さや失敗に対する考えは今日でもまだ一般的なも
のである」
・第 1 段落最終文に「この(完璧でないものは失敗であるという)考えは、今日でも多くの人にとって公私にわた
る生活の一部であり続けている」と述べられている。
問 2 ウ 「第 2 段落の bump in the road は(ウ)困難が最も意味が近い」
・下線部を含む文は「勤勉な完璧主義者は、十分にうまくできていないという感覚を持って同じ

に反応

する」とある。直前の文で「まじめだが、完璧主義者でない者は仕事で失敗すると落胆するが自尊心は影響を
受けない」とある。ここから、下線部 bump in the road は前文中の「失敗」を受けた表現だとわかる。
「道路
にあるこぶ（隆起）
」という意味から「困難」を表す。
問３ イ 「第 2 段落によると、(イ)一般的に理解されている完璧主義の定義は不正確である」
・第 2 段落 1 文目に「完璧主義は誤ってまじめさと定義されることが多い」とある。
問４ ア 「第 3 段落によると、次のうち正しくないどれか」
「(ア)FMPS は慢性疾患の発症に基づいて完璧主義を特定する」
・本文に（ア）に関する記述はない。
・
（イ）
「クローン病を持つ完璧主義者はその影響に対処するのにより苦労する」は同段落第 4 文と一致する。
・
（ウ）
「心臓に病気を抱える患者は、完璧主義にマイナスの影響を受ける」は同段落最終文と一致する。
・
（エ）
「家族によって判断されることは完璧主義者に影響を及ぼす不安感の 1 つである」は同段落第 2 文と一
致する。

問５ ア 「第 4 段落の[ 1 ]に最もふさわしいのは次のうちどれか」
「（ア）同様に」
・空所の直前の文は「セレーナ・ウィリアムは勝つことが好きな以上に負けることが嫌いで、落胆を次の試合
のモチベーションにしていると言う」という意味。空所に続く文は「スタンリー・キューブリックは映画で完
璧さを求めることで有名である」という意味。そこで、空所に「同様に」の意味の similarly を入れると文脈に
合う。
問６ ア 「第 4 段落によると、(ア) セレーナ・ウィリアムは勝利を楽しむより負けることを嫌う」
・問 5 の解説参照。
問 7 ウ 「第 4 段落の主たる目的は(ウ)前段落で提示された考えに対する反対意見を述べることである」
・第 3 段落は、完璧さを求めることが病気に悪影響を及ぼすという内容。一方、第 4 段落は完璧主義の成功者
を紹介しているため、前段落の反対意見を述べているとわかる。
問８ エ 「第 5 段落によると、完璧主義の調査結果でないのはどれか」
「(エ)アスリートの成功は練習に費やされた時間よりも完璧主義により密接に関係している」
・第 5 段落 2 文目に「練習に費やされた時間は、完璧主義の性向よりも成功の大きな指標である」とある。
問９ イ 「第 6 段落は、完璧主義が(イ)この 10 年で子どもたちの間でさらに広まっていると示している」
・第 6 段落 3 文目に「この 10 年で完璧主義の性向を示す子どもの数が増えて」という内容がある。
問 10 ア 「最終段落によると、マット・プラマーは(ア)作業を遂行するのに長時間費やすのは不要かもしれな
いと示唆している」
・最終段落 3 文目に「効率的に作業を完成させることは時間を浪費して完璧さを求めるより重要だ」というマ
ット・プラマーの発言がある。
問 11 イ 「最終段落によると、(イ)社会は完璧さを追い求めるのことを重視すべきでない時期になっていると
筆者は考えていると推測できる」
・最終段落最終文で「ヘンリー・ロイスのモットー（＝完璧主義）と、フェイスブックの CEO マーク・ザッカ
ーバーグの主義『完成が完璧より重要だ』を置き換えるべき時期に来ている」とある。
問 12 「本文のタイトルに最もふさわしいのはどれか」
「(ア)完璧さを追い求めることによる問題」
問 13 「本文の内容に応じて、記述が正しければ T, 誤りであれば F をマークせよ。
1. T「完璧主義は実際の達成度よりも自己イメージにより密接に関係している」
・第 2 段落 2 文目に「完璧主義とは何をするかではなく自分をどう見るかである」とあるため正しい。
2. Ｔ「ゴードン・フレットとアンドリュー・ヒルは、完璧主義者はそうでない人より苦境に直面した時に苦労
するという証拠を見つけた」
・ゴードン・フレットに関して、第 3 段落４・5 文目で、
「完璧主義者はそうでない人よりも病気に対して感情
面でうまく対応できず、また回復が遅いことを発見した」と述べられている。アンドリュー・ヒルに関して、
第 5 段落３・4 文目で、
「完璧主義のアスリートは困難に直面したときにあきらめやすく、また失敗したときに
立ち直るのに時間がかかる」と述べられているため正しい。
3. F「ある研究のデータによると、大学生の中で完璧主義者の割合はここ数十年横ばいである」
・第 6 段落 2 文目に「アメリカ、英国、カナダの 40,000 人の大学生に対する調査で、1986 年から 2016 年で
完璧主義者の割合の増加が示された」とあるため誤りである。
4. F「二卵性双生児(Fraternal twins)は一卵性双生児(identical twins)よりもよく似た FMPS を持っている可
能性が高い」

・第 6 段落最終文に「2012 年の研究によると、遺伝コードを 100％共有する一卵性双生児の方が 50％しか共有
しない二卵性双生児よりも FMPS の結果はよく似ていた」とあるため誤りである。
２
１．ウ 「受動喫煙は非喫煙者の健康を脅かし、そのため喫煙エリアを他者に害を及ぼさない場所に制限する
必要があるとほとんどの医師は主張する」
・形式目的語を用いた表現が用いられている。make it necessary to limit…の it は to limit...を指す。
２．エ 「新しい海洋探査テクノロジーのおかげで、私たちは海底深くに眠る資源を利用できるようになるだ
ろう」
・lie C で「C のままである」の意味。C に当たるのが「埋められて」の意味の過去分詞 buried。現在分詞句の
lying buried…が the material を修飾している。
３．ウ 「日陰と日向のバランスの良い場所に住むクモは、食料は多いが日光が十分でない生息地のクモより
もずっと多くの卵を産む」
・空所に続く文は名詞が欠けていない完全文。直後に無冠詞の名詞 habitat「生息地」があるため、空所に入る
のは先行詞 one(＝a spider)の所有格を表す関係代名詞 whose と考えられる。
４．エ 「機内の空気の質は劇場やその他人口密度の高い閉じられた空間の空気の質と同程度であると航空会
社の役員は主張した」
・no 比較級 than…「…と同様～でない」の意味の比較構文。
[例] This box is no more bigger than an egg.
「この箱は卵と同様大きくない→この箱は卵ほどの大きさしかない」
５．イ 「エッセイをもっと客観的にするために、扱われている問題の賛否両論を考慮に入れるべきだ」
・with の後ろに名詞（目的語）がないことから過去分詞句による修飾だと判断する。
・pros and cons「賛否両論」
・take O into consideration「O を考慮に入れる」
６．ア 「資金に関する透明性の欠如が、あの政党の敗北を引き起こしたと言える」
・S is said to have done「…したと言われる」の意味の構文。
７．ア 「私は、人生を捧げる大義に情熱的な人を称賛せずにはいられない」
・devote A to B「A を B に捧げる」の表現が用いられ、to B に当たるのが a cause「大義」を先行詞とする to
which である。
・cannot but do ＝cannot help doing 「…せずにはいられない」
８．ウ 「その著者は 5 年にわたる調査をもとに、人々が対面のコミュニケーション技術を失いつつあると結
論付けた」
・base A on B「B に A の基礎を置く」を用いた分詞構文。
９．イ 「わが社が競争力を保持し続けようとするなら、グローバル化が必要だと今や誰もが同意しているよ
うだ」
・remain C の形で、C に当たるのが「競争力のある」の意味の形容詞 competitive。
・if 節中の助動詞 be to は「…するつもり、するために」を表す。
10. ア 「科学者たちが赤ちゃんチンパンジーとゴリラの交流を見たとき、彼らの多くが驚いたようだった」
・seem C「C に思われる」を用いた表現で、C に当たるのが「驚いて」の意味の分詞形容詞 surprised。

３
１． ウ

「リモートワークへの切り替えはその保険会社の従業員のやる気をなくさせた。それにもかかわらず

生産性と利益は増加した」
・nevertheless「それにもかかわらず」＝even so 「たとえそうだとしても」
２． ウ

「自発的に毎日練習する生徒は、楽器の演奏を楽しむ可能性がより高い」

・of one’s own accord「自発的に」＝voluntarily
３． エ

「サヤカは叔父にスマホの使い方を教えようとしたが、彼は頑として覚えるのを拒んだ」

・obstinately「頑固に」＝stubbornly
４． ア

「2 か国の代表団は 2 週間交渉を続け、新たな貿易協定に合意した」

・pact「協定、条約」＝treaty
５． ア

「2 社の合併計画は、トップの交代の後で崩壊した」

・disintegrate「崩壊する、ばらばらになる」＝fall apart
６． エ

「その結果を理解するために、研究者たちは慎重に手順を再調査した」

・work out「理解する」＝determine「決定を下す」
７． イ

「ネス湖の怪獣に関する新聞記事はほとんど信用できない」

・credible「信用できる」＝trustworthy
８． ウ

「あの島のセアカゴケグモの増殖は、往来するコンテナ船が原因の可能性がある」

・proliferation「増殖、拡散」＝spread「普及、広がり」
９． イ

「月例ミーティングが始まろうとしていたが、テニスクラブの部長の欠席が目立っていた」

・conspicuously「目立って」＝notable
10. ア

「地理の教科書の目次には、各章の概要が含まれている」

・synopsis「概要」＝overview
４
１． ウ

「対話文によると、次のどれがデイヴの好きなステーキの調理法のうち３つを述べているか」
「(ウ)肉にコーラをかけ、両面を１回ずつ焼き、焼いた後少し寝かせる」

・デイヴの２番目の発話で「ステーキに少しの油とコーラをかける」
、３番目の発話で「両面を４分ずつ焼き、
２分寝かせる」とある。
２． ウ

「対話文によると、おそらく(ウ)シャロンはデイヴの姉(妹)である」

・デイヴの２番目の発話で、
「パパが僕たちに教えたようにね、そうだろシャロン」とあることから二人がきょ
うだいであると推測できる。
３． ア

「デイヴが down the hatch と言ったのは、おそらく(ア)食べ始めると言いたいのだろう」

・
「２分間寝かせて、それから down the hatch」と言った後で、「熱いうちに食べるとおいしいよ」と言ってい
ることからこの表現が「食べ始める」だと推測できる。down the hatch は船の昇降口(hatch)を降りていく様か
ら「飲み込む」の意味で用いられる。
４． イ

「対話文によると、シャロンとバリーは(イ)ステーキの味付けにケチャップを使うことについて似た考

えを持っている」
・デイヴがケチャップを持ってきて」と言ったことに対して、バリーは「ステーキにケチャップ…本当に？」
と発言し、シャロンは「冗談でしょ(are you kidding me?)」と発言していることから、二人ともケチャップに
対して否定的な考えだとわかる。

５．ア 「対話文によると、(ア)キャロルはチェス部の優勝も考慮に値すると思っている」
・キャロルが「2019 年のチェス部のトロフィーはどう？」とヴィヴェックに訊ねると、ヴィヴェックは否
定的な発言をする。それを受け、
「でも、サッカー部や陸上部はいつもすばらしい結果をだしてるけど、チ
ェス部は初優勝だったんだよ」と言っている。このやりとりから、キャロルはチェス部の優勝も考慮に値
すると思っていることがわかる。
６． エ

「キャロルが blown away と言ったのは、おそらく(エ)驚いたと言いたいのだろう」

・キャロルが「彼らが州大会で優勝したときみんな blown away だった」と言った後、「だれも優勝すると
は思わなかった」と言っていることから「驚く」の意味だと推測できる。
７．ア

「対話文によると、次のうちどれが本当ではないか」
「(ア)ブランディは次の年高校でサッカーをする」

・キャロルの４番目の発話で、ブランディは高校の最終学年で、翌年の大学の奨学金を得たとある。
８． イ

「ヴィヴェックによると、(イ)ユキとトムのどちらが優れた選手か決めるのは難しい」

・ヴィヴェックの６番目の発話で、ユキとトムに言及した後で「どちらが優れた選手なんていったい誰がわか
るっていうんだい？」と言っていることから、判断が難しいことがわかる。
５
問１ ア
・正しい順序は次の通り。
「2. off the cuff というイディオムは予行演習や大した準備もなくなされたことを表
す。1. それは公共の場でのスピーチやそれと似た活動の中で使用されることが多い。3. 歴史的に見て、それは
スピーチをする者が土壇場でシャツの袖にメモをする習慣に由来する。4. そうすることで話者は原稿を持たず
にスピーチができるのだが、自分の手首をこっそり見てメモを読むのである」
問２ エ
・正しい順序は次の通り。
「4. 歴史は国家の記憶であり、記憶がなければ私たちは過去を繰り返す運命になると
言われる。3. この観点で言うと、社会的進歩に対して希望を与えてくれるのは過去を記憶しそこから学ぶ私た
ちの能力なのだ。2. 歴史家は、できるだけ客観的に、さらに忠実にこれらの出来事を調査し、検証し、記録す
ることでこのプロセスに重大な役割を担っている。1. そうする際に、彼らは私たちの集団的良心として機能
し、歴史教訓を記録し、種として私たちが向上し続けるのを助ける」
問３ イ
・正しい順序は次の通り。
「1. 画家のサシャ・ジャフリは８か月間、毎日 20 時間を費やして『人類の旅』と名
付けられた絵を描いた。3. その年の仕事がすべて中止になったときに彼はそれに取り組み始めた。2. 彼はこの
予想外の自由時間を利用して、1065 本の筆と 6300 リットルの絵の具を使って、1980 平方メートルのキャンバ
スを色で満たした。4. 描き終わったとき、彼は世界最大の絵を生み出していた。それはサッカー場 2 面の大き
さで、チャリティーオークションで 6,200 万ドルで売れた」
問４ エ
・正しい順序は次の通り。
「1. 科学では相関関係と原因を混乱することは、ラテン語で『これと関係がある、す
なわちこれが原因である』を意味する cum hoc ergo propter hoc と呼ばれる。3. たとえば、ある子どもの両親
が二人とも自動車を持っていて、父親の自動車の方が母親のものより古くて大きいと想定してみよう。4. 子ど
もは、母親の自動車は新しいから（
『これが原因で』）より小さい（『これと関係している』
）と結論付けてしま
うかもしれない。2. 言い換えれば、子どもは自動車の大きさは自動車の新しさで決まると思い込み、相関関係
と原因を取り違えてしまうのだ」

６
(1) イ
・空所を含む文は「ウォーキングのツアーがそれらのうち(

)に含まれている」という意味。上の表からウ

ォーキングツアーが含まれているのは Essentials Tour と Ultimate tour の２つであることがわかる。
(2)

ウ

・空所を含む文は「高齢者料金は大人料金より(

)も安い」という意味。8 文目で「Ultimate tour が最良の

選択だ」と述べられ、表で Ultimate tour の料金を見ると、大人が 60 ドル、高齢者が 30 ドルなので 50%安い
ことがわかる。
(3)

エ

・空所を含む文は「カスタマーレビューでそれ(Ultimate tour)は(

)にランクされている」という意味。表

から Ultimate tour のレビューが最も高いことがわかる。
(4)

ア

・空所を含む文は「私たち 5 人合計で(

)になる」という意味。本文から Marie と Andrew は大人料金で 1

人 60 ドル、8 歳の Conner は 15 ドル、13 歳の Shannon は 30 ドル、65 歳の Marie の母親は 30 ドルなので、
合計 195 ドルとなる。
７
(1)「たとえ適した有人宇宙船を建造することができたとしても、まだ克服できていない障害として、生命維持
を不可能にするほど薄い大気の中で水と酸素の供給を確実にすることなどがある」
・yet to be overcome は yet to do「まだ…していない」を用いた表現で obstacle を修飾している。
・so thin as to make…は〈so＋形容詞＋as to do〉
「…するほど～な」を用いた表現で atmosphere を修飾して
いる。make sustaining life impossible は make O C「O を C にする」の表現で、O に当たるのが動名詞句
sustaining life「生命を維持すること」
、C に当たるのが形容詞 impossible である。
(2)「しかし、仮に人類が惑星間移動できるほどまで技術的に進化したとしても、結局すぐに洞窟暮らしに逆戻
りするなら、それは皮肉としか言えないだろう」
・It would not…if the human species were to…は仮定法未来を用いた表現。主語の it は if 節の内容を指す。
・so far as to…は「…するほど」の意味。
・only to…は「～したが結局…」という意味の to 不定詞の〈結果〉を表す用法。
８
(1) A patient paralyzed from the neck down due to spinal cord injury had an electrode implanted in the
brain region controlling motor abilities.
・paralyzed「麻痺した」
、from the neck down「首から下」
、spinal cord「脊髄」
、motor ability「運動能力」
・had an electrode implanted は have O done「O を…してもらう、される」を用いた表現。
(2) No matter what you are thinking about, however, it will make the issue of personal information
protection more complicated if a brain-scanning device is invented.
・no matter what…「たとえなにが…でも」
、personal information protection「個人情報保護」

