
 

 

 

 

 

2023年度 杏林大学  
【 講 評 】 

設問構成は昨年度と同一で、難易度にも変化はなかった。2020年度に易化し、以来かなり高得点での争いとなっ

ていると考えられる。今年度も 80％以上の得点が望ましい。 

Ⅰは基本レベルの文法問題だが、文が短いため文意がやや取りにくい。（ア）と（エ）で、それぞれ lead to A、far 

from A というイディオムにつられて誤答を選んでしまう受験者もいたかもいれない。試験時間は問題量に対して決

して多くはないので、慌てず取りこぼしのないようにしたい。 

Ⅱは整序英作文。どれも基本レベルなのでここは全問正解が必須。D は現在完了形が用いられているため、A is to 

B what C is to D の構文であることに気づきにくいかもしれない。 

Ⅲは文整序問題。内容の展開、ディスコースマーカー、指示語・代名詞に注目すれば短時間で解ける問題。 

 Ⅳは英文読解問題。２つとも 300 語程度の長文で、大学入試問題としては異例の短さといってよいだろう。2つ目

が医系の内容となっているが、ここ数年メディアでもよく触れている話題なので読みやすかったと思われる。 

 

【 解 答 ・ 解 説 】 

Ⅰ 

解答 

（ア）① （イ）② （ウ）② （エ）④ （オ）② （カ）④ （キ）③ （ク）④ （ケ）③ （コ）① 

 

解説 

（ア）「2014年のノーベル賞受賞者であるマララ・ユフスザイ氏をリーダーとし、その団体は世界中の少女の

教育に関する多くの協議会を開催してきた」 

・be led by A 「Aに導かれる、Aをリーダーとしている」の表現を用いた分詞構文。 

（イ）「床が滑りやすいので足元によく中止してください」 

・watch one’s step「足元に気をつける」 

（ウ）「すべての品目を一か所に集めることができたらどうだろうか」 

・what if…「…したらどうだろう」 

（エ）「彼の作品は見事なものだが、雑誌で説明するにはあまりにも複雑すぎる」 

・〈far too ＋形容詞・副詞〉「あまりにも…すぎる」farが tooを強調している。 

（オ）「もし彼女が電話してきたら、あなたがどこにいるか教えてあげます」 

・if S should do…「Sが（ひょっとして/ 万が一）…したら」 

（カ）「どんなに些細なミスでも深刻な事故につながるかもしれない」 

・slightest mistakes 「非常に些細なミス」 

（キ）「怒ったときに彼が大声を出すのが我慢できない」 

・can (not) stand O doing 「Oが…するのをがまんできる（できない）」 

（ク）「決してこの建物内に入ってはいけない」 

解答速報 英語 



 

 

・on no account「決して…ない」の意味の否定の副詞句が文頭にあるため、倒置の語順になっている。 

・are to do は〈義務〉を表す〈be to 構文〉。 

（ケ）「その文書は本物と言われているが、私はそうは思わない」 

・otherwise「違ったふうに」 

（コ）「現メンバーの支援がなかったら、大統領は困難な経済状況を乗り越えることはできなかっただろう」 

・but for A「Aがなければ」＝without A 

 

Ⅱ 

解答 

A ①.③ (⑤①④③②) B ④.① (②④⑤①③) C  ①.④ (②①⑤④③)  D  ②.④ (⑤②①④③)   

E  ②.③ (④②①③⑤) 

 

解説 

A.  NO one is better [than John when it comes] to managing our department. 

 「私たちの部署を管理することとなれば、だれもジョンには適わない」 

・when it comes to doing「…することとなれば」 

B.  They found that the most important predictor for getting divorced was how positive or negative [each 

partner was being in] the conversation. 

「離婚の予測で最も重要なのは、各パートナーが会話への参加がどれだけ積極的か消極的であるかだと彼らは

気づいた」 

・〈how＋形容詞・副詞 SV〉「どれほど…か」の意味の名詞節。 

C.  I want to visit [the British Museum while in] the UK. 

「英国にいる間に大英博物館に行きたい」 

・while (I am) in the UK  接続詞に後続する S＋be動詞の省略。 

D.  The cherry tree has long been [to] Japan [what the lotus is] to India. 

「昔から桜の木と日本の関係は、ハスとインドの関係と同じである」 

・A is to B what C is to D.「Aと Bの関係は Cと Dの関係と同じである」 

E.  Now, [who do you think will] win the next presidential election? 

「さあ、次の大統領選挙では君は誰が勝つと思う」 

・do you think ＋who will win… → Who do you think will win…? 

・do you know ＋who will win…→ Do you know who will win…? 

 

Ⅲ 

解答 

A ②.① (④②③①⑤)  B  ③.② (⑤③①②④) C. ②.③ (④②⑤③①)  D ②.④ (⑤②③④①)  

E ①.③ (④①③⑤②) 

 

解説 

Ａ. 「多くの人がスマホ中毒である」という 1文目を受けて、④「半数のアメリカ人が自分はスマホ中毒だと認

めると調査が示す」とつなげる。続けて、具体的なデータとして、②「80％の人がスマホがないと落ち着か



 

 

ない」、さらに③「運転中でさえ 35％の人がスマホを見る」という追加のデータがつながる。ここでは even

「（例外的な事柄を強調して）…でさえ」の表現に注目する。③の内容を受け、①「一瞬でも目を離したら命

を危険にさらす」。最後に⑤「スマホをやめるということではない」を置くと、but以降の「しかしスマホの

利用について考え直すときだ」とつながる。 

B. 1文目の「ガラスの天井」を受けて、⑤「それは女性の労働環境を表す」という説明が続く。具体的な情報

として、③「2021年の 1位はスウェーデンである」と述べられた後で、追加情報として①「北欧 4か国が過

去数年でずっと上位である」とつながる。それと対比させ、②「最下位の 4か国も過去 10年変わらない」と

つながるが、ここでは as well「…も」の表現に注目する。最後に②の具体的なデータとして、④「日本がそ

の中の 1つである」とつながる。 

C.  1文目の「子どものころニンジンが嫌いだった」という内容を受け、④「かつて毎日のようにそれ（ニンジ

ン）が夕食に出た」と続く。②「食べずにテーブルの下で犬にそれを食べさせた」の結果として、⑤「片手

で犬にニンジンを食べさせながら片手で食事をするのがうまくなった」となる。次に、③「母がそれに気づ

いていたか今でもわからない」、①「しかし、母は私がテーブルに肘をついて食べないことを喜んでいた」と

つながるが、ここでは「わからない」が「喜んでいた」という Butのつながりに注目する。 

D. B がバスについて質問し、A がそれに答える展開を把握すると以下の流れになる。⑤「このバスはシティセ

ンターに行きますか」、②「いいえ、これは病院行きですよ」、③「どのバスに乗ればいいかわかりますか」、

④「5番です」、①「助けてくれてありがとうございます」 

E. ④「語彙や文法の暗記多くの時間を費やす」という内容に対して、①「しかし、これは出発点に過ぎない」

とつながる。ここでは Howeverのつながりと thisの指す内容に注目する。①の内容を受け、③「膨大なイ

ンプットが必要である」、⑤「大量のインプットがないと外国語は使えない」と続く。最後に thereforeに注

目し、結論として②「語彙、文法、インプットが必要なので膨大な時間が必要である」となる。 

 

Ⅳ 

（英文１） 

解答 

（ア）② （イ）③ （ウ）② （エ）① （オ）④ 

 

解説 

（ア）plausiblyは「もっともらしく」の意味。したがって、②likely「たぶん、おそらく」が最も近いため正

解となる。直前の段落で、ホテルのミニバーの料金が高い理由を述べられ、最終文 But以降でその説を否定

し、More plausiblyに続けて、新しい理由の説明をしている流れからもこの語の意味は推測できる。①

specifically「とりわけ」、③outstandingly「目立って」、④confusingly「困惑して」はいずれも文脈に合わな

いので不可。 

（イ）enjoyには「（特権など）を享受する、（よい収入など）を持っている」の意味がある。したがって、③

gainが正解となる。 

（ウ）these guestsは前文の guests who are less price sensitive「それほど料金を気にしない客」を指す。①

～④を含む文は「①料金に敏感な客に大きなディスカウントを提供するために、ホテルは②その他の客から

追加の収入を得なければならない。高い料金でミニバーの品を提供すれば、③多くの客は何も買わないこと

を知っている。しかし、④彼らはまた、料金をそれほど気にしない客は、高くてもミニバーの商品の購入を



 

 

思いとどまらないことも知っている」という内容。ここから、②が「料金を気にしない客」を指しているこ

とがわかる。したがって、②が正解となる。 

（エ）本文のミニバーは「メインの商品に対して高額な不随する商品」を表しているため、①「映画の料金に

対して一般的に高額で売られているポップコーン」が正解となる。この問題は一般的な入試問題とは違い、

一般常識を問う問題と言える。 

（オ）挿入する文は「そのような手段を取ることによって、ミニバーの高い料金が可能にする安い宿泊料金が

実現する」と言う意味。that step「そのような手段」とは最終段落でまとまられている「料金を気にせず高

いミニバーの商品を買う客から収入を得ること」である。したがって、④が正解となる。 

 

（英文 2） 

解答 

（カ）③または④ （キ）④ （ク）③ （ケ）③ （コ）③ 

 

解説 

（カ）下線部を含む文は「英国が COVID-19のワクチンを 5歳から 11歳の子どもに提供し、当局は成人に 4

回目の接種の利点を検討しているが、私たちはいまだに心臓へのリスクについてはっきりと理解していない

のだ」と言う意味。at the same time「同時に、けれども」は通例副詞で用いるが、at the same time (that=

関係副詞)＋SVとすることで接続詞的に用いることも可能。したがって、③が正解となる。ただし、文意か

ら④の Althoughも正解とみなせる。 

（キ）下線部は「個人の資格で」の意味。したがって、④unofficially「非公式に」が正解となる。 

（ク）空所を含む文は「心筋炎は他のワクチンや薬、covid-19自体とも関連している。（ ク ）それは男性と若

年層でより一般的である」と言う意味。③の「しかし原因に関わらず」を入れると文意に合う。したがっ

て、③が正解となる。①「そしてそれゆえに」、②「そしてこの病気のために」、④「しかし一方で」はいず

れも文意に合わないため不可。 

（ケ）第 3段落 1文目に「心筋炎はしばしば胸の痛みと息切れを引き起こすが、たいてい治療せずに治まる」

とあるので、③「心筋炎はたいていの場合、治療が不要なので無害である」が正解となる。①「知られてい

るすべての心筋炎の症例はmRNAワクチンと関係がある」は、4段落 3文目で「心筋炎は他のワクチンや

薬、covid-19自体とも関連している」と述べられているため不可。②「40歳以上の男性が危険であるとオッ

クスフォード大学は明らかにした」は、5段落 2文目で「40歳以上がもっとも危険である」と述べられてい

るため不可。④「心筋炎の定義はどの国でも事実上同じである」は、7段落で「様々な心筋炎の定義によっ

て、国ごとのデータを比較するのが難しい」と述べられているため不可。 

（コ）挿入する文は「このグループの中では、心筋炎は covid-19の後よりワクチン接種後の方が多く発症し、

それは 7種の心筋炎をさらに引き起こした」と言う意味。この文を空所（３）に入れると、this groupが直

前の段落の調査対象者たちを示し、さらに「これは covid-19後の心筋炎はワクチン後よりも 6倍の頻度で発

生したという研究と矛盾する」という後続する文とも文意がつながる。したがって、③が正解となる。 

 

お問い合わせは☎0120-３０２-８７２ 

https://keishu-kai.jp/ 


