
 

 

 

 

 

2023年度 順天堂大学  
【 講 評 】 

 

[Ⅰ]は、コロナワクチンの開発に貢献したエンジニアへのインタビュー形式の読解問題。本文は非常に読みやすく、

設問にも迷う選択肢はない。[Ⅱ]は「カッコウフィンチの母系遺伝仮説の検証」に関する文章からの問題。問１の

(1)、(3)、(5)などは単語自体やや難しいと思われるが、文脈から容易に判断できる。問２は問いに対する答えと

なる記述の該当箇所は容易に特定できるが、最終的に選択肢の中から答えを選ぶ際にはやや広い文脈から判断す

る必要がある。 [Ⅲ]は「ユーモアと健康」に関する英文からの問題。なじみのある話題なので、大まかな内容をつか

むのはさほど苦労しないだろう。問 1(4)はやや難しい。 [Ⅳ]は効率の良いダイエットの仕方にまつわる英文。[Ⅲ]と同

様になじみのある内容で、読みやすいものであった。 [Ⅴ]は自由英作文。「もしも医学部に進学することを選んでいな

かったら、医療と関係するものを除いて、どんな道を選んでいたか。それはなぜか」という質問に対してまとまりのあ

るエッセイを書くという問題。設問の留意点として「the topic question を読んでいない人に書いているように書きな

さい」とあるので、the topic question（先述の質問）の内容を introduction に含めつつ、具体的にどんな道を選んで

いたかをまず書くこと。そしてそれを選んだ理由を、具体例を交えながら論じていく。そして最後にそれを選ぶこと

によってどうなるのか、という結論の部分をまとめる。 

長文読解問題は４つとも難しいレベルではないので、長文問題をすばやく仕上げ、いかに自由英作文に時間をまわ

せるかが全体のポイントになる。 

 

 

【 解 答 ・ 解 説 】 

 

[Ⅰ] 

問 1  

(1)  4 

・fragile は「壊れやすい」の意味の形容詞。1 の broken は「壊れた」の意味で，すでに壊れていることにな

る。したがって、4 delicateが正解となる。 

(2)  3 

・sceptical は skeptical のイギリス綴りで「懐疑的な」の意味の形容詞。したがって、3 doubtful が正解とな

る。 

(3)  1 

・scaffoldsは「足場」の意味の名詞。したがって、1. supportive structuresが正解となる。 

(4)  2 

・adhereは「接着する」の意味の動詞。したがって、2. stickが正解となる。 

 

問 2 

解答速報 英語 



 

 

(1)  1「彼の採用決定には多くの人が驚かされた」 

・Judah Folkman に関する記述は Interviewer からの２つめの発話に対する回答の中で Judah Folkman, a 

professor and surgeon at Boston Children’s Hospital, known for his unusual hires「変わった採用で知られ

ていた」とあり、さらに I was the only engineer in the whole hospital「私が病院全体で唯一のエンジニアだ

った」とあることから、その採用には多くの人が驚かされたと推察できる。したがって、1が正解となる。 

(2)  2「ポリマー[高分子]カプセル」 

・Interviewerの３回目の発話の最後にWhat was your specific contribution to the technology?「具体的にど

のような技術的貢献をされたのでしょうか？」とあり，それに対する回答で，Being the first person to deliver 

nucleic acids like RNA and DNA to the body via tiny particles「RNAや DNAなどの核酸を小さな粒子で体

内に送り込んだ最初の人物であること」とあり，その後さらに I made tiny particles ― polymer capsules ― 

that could deliver just about any protein or nucleic acid for a sustained period「私は、どんなタンパク質や

核酸でも持続的に送り届けることができる小さな粒子、ポリマーカプセルを作った」と具体的な功績を述べて

いる。したがって 2が正解となる。 

(3)  3「彼らはそれに値する尊敬を受けていない」 

・Interviewerの７回目の発話に Is engineering undervalued? How can it win more respect?「工学は過小評

価されているのでしょうか？どうすればもっと尊敬されるようになるのでしょうか？」とあり、それに対する

回答で science and engineering in general, certainly in the United States, doesn’t get as much status and 

respect as I’ d like to see「一般に、アメリカでは、科学と工学は、私が見たいと思うほどには地位と尊敬を得

られていません」とあることから、3が答えとなる。 

 

問 3 

(1)  4 built on 

・空所の直後に, coming up with different applications and improvements「さまざまな応用や改良を思いつ

いた[加えてきた]」とあることをヒントにする。4. built on…「…に基づいてことを進める」を空所に入れると

「私たちが始めた研究を基に、多くの人がさまざまな応用や改良を加えてきた」となり，文脈に合う。1. fall 

throughは「失敗する」は文脈に合わない。2. make ofはmakeが基本的に他動詞であるため文法的に不可。

3. put away「（考えなどを）捨てる」も文脈に合わない。 

(2)  3 a thrill 

・空所を含む文を訳すと次のようになる。「エンジニアがどれだけ世界を良い方向に変えることができるか、そ

して変えてきたかを強調することが重要だと思います。工学や生物学が人々の生活を向上させるのを見るのは、

私にとって（ B ）であり、それは当初からの私の夢でもありました。」この空所に入るのに最も適切な選択

肢は 4. a thrill「ワクワクすること」。1. a discovery「発見」，2. regrettable「残念」，4. harmful「有害で

ある」はいずれも文脈に合わない。 

 (3)  2 perspectives 

・空所の前文から訳すと次のようになる。「自分の経歴に多様性があることはプラスに働きます。異なる（ C ）

で物事に臨む人が多いほど、大きな問題を解決するためにはよいのです。」この空所に入るのに最も適切な選

択肢は 2. perspectives「観点」。1. incomes「収入」，3. titles「題名；肩書き」，4. distractions「注意散漫；

気晴らし」はいずれも文脈に合わない。 

 

[Ⅱ] 



 

 

問 1  

(1)  2  

・freeloaderは「他者の気前の良さに付け込む人」が元の意味。文脈上は１文目の“parasite”とほぼ同義。各選

択肢の代表的な意味はそれぞれ 1.trader「商人」、2. taker「受取人」、3.「追跡者」、4. tailor「仕立て職人」で

あるが、この中で 2. takerは「他者の助けを受けるが、それを返そうとしない人（＝受け取るだけの人）」とい

う意味もある。したがって、2. takerが正解となる。 

(2)  3 

・expend「消費する」に一番近い意味のものは 3. use「使う」。 

(3)  1 

・imposterは「偽物」という意味。したがって、1. pretenderが正解となる。 

(4)  4 

・adaptationsは「適応」の意味の名詞。最も意味が近いのは 4. modifications「変更；修正」 

(5)  2 

・hamperは「阻害する」に一番近い意味のものは 2. hold back「阻止する；制御する」 

  

問 2 

(1)  3「カッコウフィンチも宿主の鳥もともに進化しているが、どちらも明らかに優位に立つことはできてい

ない」 

・第６パラグラフ最終文に hosts and parasites are continuing to evolve to try to beat the other, but ultimately, 

they never accomplish anything because they’re both in the rave together.「宿主と寄生虫は互いに打ち負か

そうと進化を続けるが、最終的には何も成し遂げられないということだ」とある。したがって、3が正解とな

る。 

(2)  1「それにはカッコウフィンチの成功にプラスとマイナス両方の影響がある」 

・第 10パラグラフに a “double edged sword” for the birdsという記述があり、その内容は次の第 11パラグラ

フ最終文で“For that particular strategy to work, it means that they lose the benefits of the evolution of 

sexual reproduction.”「その特殊な戦略が機能するためには、彼らが有性生殖の進化の利点を失うことを意味

する」と言い換えられている。したがって、1が正解となる。 

(3)  3「遺伝的多様性が欠如することで進化が遅くなる」 

・第 12パラグラフ、特に最終文 slower rates of genetic diversity may hinder the cuckoo finch「遺伝的多様

性の速度が遅いことが、カッコウフィンチにとって妨げになっているのかもしれない」より、3が答えとなる。 

(4)  2「カッコウフィンチは苦労する可能性が高い」 

・第 12パラグラフ最終文の内容と、第 13パラグラフMaternal inheritance seems to hamper rapid evolution 

「母系遺伝は急速な進化を阻害するようだ」、It has a downside, when you’re under selection to evolve very 

quickly, in an arms race with an enemy「敵との軍拡競争の中で、非常に速く進化するように選択されている

場合、それは欠点がある」より、2が正解となる。 

(5)  4「彼らはレジナルド・パネットの理論を裏付ける証拠を見つけた」 

・第 14パラグラフ the results were gratifying in proving the original maternal inheritance hypothesis was 

correct「結果は、最初の母系遺伝仮説が正しかったことを証明した点では満足のいくものだった」より、4が

答えとなる。 

 



 

 

[Ⅲ] 

問 1  

(1)  4 

・appreciateは「評価する」という意味。したがって、4. valueが正解となる。 

(2)  2 

・stave offは「食い止める」という意味。直後の thereby extending lifeも参考に、2. postpone「遅らせる」

が最も近い意味となる。 

(3)  3 

・drain はここでは「（エネルギーなどを）使い切ってしまうもの」という意味。一番近い意味のものは 3. 

exhausting「疲労困憊にさせる」 

(4)  2 

・hysterical はここでは「とてもおかしい；とても笑える」という意味。最も意味が近いのは 2. funny「おか

しい；おもしろい」。直後の but their families would be horrifiedから推測したい。 

 

問 2 

(1)  4「笑いは人生に欠かせないものであり、それが長生きにつながっている」 

・第１パラグラフ最終文および第２パラグラフ全体の内容から 4が正解となる。 

(2)  1「ユーモアは心のダメージやネガティブな感情から守ってくれる」 

・第２パラグラフ第 11文 but experts who study the effects of humor say…以降，最終文までが根拠となる

箇所。 

(3)  3「それは科学的に実証されてはいなかったが、何らかの理解を提供していた」 

・第４パラグラフ最後の２文，To be sure, …から onto somethingが根拠となる箇所。 

(4)  1「それは臓器への酸素量を増やし、血圧を下げ、免疫システムを強化する」 

・第６パラグラフ４文目から最終文までの内容から 1が正解となる。 

(5)  4「彼女は自分の夫のお金を全て使うことに関して笑いを得たかったから」 

・第８パラグラフ第６、７文の内容から 4が正解となる。 

(6)  2「笑いは最良の薬か」 

・文章全体の内容から 2が正解となる。 

 

[Ⅳ] 

問 1  

(1)  4 

・allotmentは「割り当て」という意味。eat their daily calorie allotmentで「１日に割り当てられたカロリー

量を摂取する」という意味になる。もっとも意味が近いのは 4. fixed amount「定められた量」 

(2)  1 

・constraintは「制約」という意味。1. limitations「制限」が最も近い意味となる。 

(3)  3 

・ravenousは「飢えた；空腹な」という意味の形容詞。一番近い意味のものは 3. hungry「空腹な」 

(4)  2 

・fluctuateは「変動する」という意味。最も意味が近いのは 2. go up and down「上下する」 



 

 

 

問 2 

(1)  3「カロリー制限に持参制限を加えても、減量に関しては明らかな利点はなかった」 

・第２パラグラフ前半で科学者たちは被験者たちに食事に時間制限を加えるように指示を与えたが、最終文で

「体重の減少に２つのグループ間で有意差はないと感じている」という記述があることから答えは 3となる。 

(2)  3「減量とは別に、時間制限を加えるダイエットは人間の健康に有益であるという証拠はほとんど、あるい

は全くない」 

・第４パラグラフ最終文でmany more studies are needed to determine if it can be demonstrated in 

humans「それが人間にも示せるかどうかを決めるには、さらに多くの研究が必要とされる」という記述から

答えは 3となる。 

(3)  1「空腹感に注意を払う」 

・第５パラグラフ第３文に「Ben-Asherは食事のスケジュールを決めるよりも、空腹の合図に従うことを勧め

ています」とある。よって答えは 1となる。 

(4)  2「よりよい食事の選択をすればよりよい結果を生み出す」 

・第６パラグラフ最終文で「Ben-Asher氏は、カロリーあたりの満腹感が高い食品をより多く摂取するよう努

力する必要があると付け加えている」という内容から、満腹感の高い食品を選択すれば減量に効果があると推

測できる。2は「断食は深刻な摂食障害を引き起こす」という意味であるが、「断食」についての記述はな

い。 

(5)  4「それは行動パターンに注意する必要があるということを示している」 

・第８パラグラフで述べられているのは「ダイエットしてもヨーヨーのように体重の減少と増加を繰り返して

る場合は、改善すべき行動パターンがある」という内容。したがって、4が答えとなる。 

(6)  1「減量：いつ食べるかよりも何を食べるかが重要だ」 

・文章全体の内容から 1が正解となる。 

 

[Ⅴ] 

   I aspire to be an ophthalmologist in the future, but if I had to choose a path unrelated to medicine, I 

would have chosen to become a Braille translator. Braille translators convert text used by people who are 

not visually impaired into Braille, the script used by people who are visually impaired. This enables visually 

impaired people to enjoy reading and get the information they need. The conversion of maps and 

information boards into Braille also enables visually impaired people to go out and participate in social 

activities without difficulty. As more and more people are losing their sight these days due to complications 

of diabetes and age-related eye diseases, in addition to those who are blind from birth, Braille translators 

are expected to be increasingly needed in the future. A more diverse society can be achieved if all kinds of 

people are able to participate in society. 

 

 

 

 

お問い合わせは☎0120-３０２-８７２ 

https://keishu-kai.jp/ 


