
 

 

 

 

 

2023年度 東海大学  
【 講 評 】 

問題構成・レベルともに前年度とほぼ同じであった。難問は少ないが比較的問題量が多いため、効率よく処

理していく必要がある。 

１は「フラクタル」に関する長文読解問題。なじみのないテーマかもしれないが、丁寧に読み進めれば内容

を把握することは容易なはずである。設問も紛らわしいものはないので、落ち着いて高得点を狙いたい。２は

文法の選択問題。１は空所の前後だけで判断せず、全体の文構造の把握が重要になる。３は語彙の選択問題。

３の the apple of my eye、７の gear up、８の butter up、10の refurbishなど、見慣れない語句が多いが文意

からその意味は想像できる。４は会話問題。昨年度と同様に 3名以上による会話文なので、誰の発言なのか整

理しながら読み進めるのがポイント。５の文整序は内容の展開に加えて、指示語やディスコースマーカーを手

がかりにするとよい。レベルは易しめ。６はグラフを用いた文章問題。易しい問題なのですばやく処理して和

訳・英訳の時間を確保したい。最も差がつきやすいのは７と８の和訳・英訳問題であろう。和訳ではメインの

文構造に加え、イディオム・構文の訳を正確に出さないと大きな減点となる。今回は両問とも andの共通関係

がポイントになった。英訳はある程度ハイレベルな能動語彙(日本語→英語)が求められている。能動語彙は、な

んとなく単語帳を見ていても身につかないので、普段から英訳を意識した語彙力の強化訓練が必要であろう。 

 

【 解 答 ・ 解 説 】 

１ 

問１ア 問２ア 問３イ 問４イ 問５ウ 問６ウ 問７エ 問８イ 問９イ 問 10エ  

問 11 1. F  2. T  3. F  4. T 

 

問１ 「第 1段落によると、フラクタルは、ア. 視覚的に魅力がある」 

 ・第 1段落で、「美の変わらぬ本質は自然界でも見られ、それはフラクタルとして知られる」という趣旨が述

べられている。 

問 2 「第 2段落によると、ブノワ・マンデルブロの『フラクタル』という用語は、ア. 数学的パターンを表し

ている」 

 ・第 2段落冒頭で、「1970年代に『フラクタル』という用語を作ったブノワ・マンデルブロは、不規則に見

える自然界の多くの現象がフラクタルの法則と呼ばれる単純な数学的法則に従っていることに気づいた」

と述べられている。 

問 3 「第 2段落によると、イ. 海岸線は様々な規模で同じように見えるのでフラクタルパターンの良い例にな

る」 

 ・第 2段 10、11文で、「地図上では、数キロの海岸線も数千キロの海岸線も同じように見える。自然界で

は、これら（海岸線）の連続したパターンは、ブロッコリーや河川より遥かに複雑だが、それでも統計の

公式に正確に当てはまる」と述べられている。 

問 4 「第 2段落によると、tributariesは、イ. 他の水域に流れ込む水系に意味が最も近い」 

解答速報 英語 



 

 

 ・tributaryは「支流」の意味。第 2段落では、ブロッコリー全体と部分的な房、クリスマスツリーとその枝

の先などを例に出してフラクタルの説明をしている。その例に倣うと、河川全体に対して「支流」という意

味が推測できる。 

問 5 「第 3段落によると、天候の予測は、ウ. かなり単純化されたデータ群を用いて行うことができる」 

 ・第 3段落 6文で、「ずっと小さなデータ群のフラクタル分析を行えば、より正確で大規模な気象予報ができ

る」と述べられている。 

問 6 「第 4段落の趣旨は、ウ. 人とフラクタルの継続的な関係性を説明することである」 

 ・第 4段落では、「人は現代でも古代人と同様に、フラクタルの現象を発見すると脳で喜びの感情を生み出す

ようになっている」という趣旨が述べられている。 

問 7 「第 5段落によると、ポロックの作品に魅力がある重大な理由は、エ. そのデザイン固有のパターンであ

る」 

 ・第 5段落 5文で、「雑誌 Natureの記事で、ポロックの作品は厳格なフラクタルの形式に基づいていると示

された」とあり、さらに同段落最終文で、「実験によって、フラクタルパターンがポロックの作品の魅力だと

確認された」と述べられている。 

問 8 「第 5段落によると、Pollockiserはイ. ポロックの作品に似せた絵画を生み出した」 

 ・第 5段落 7文で、「ポロックのスタイルで、フラクタルとそうでないパターンを生み出す Pollockiserとい

うコンピュータプログラム」と述べられている。 

問 9 「最終段落の内容を最も適切に要約した記述はどれか」 

  イ. フラクタルは人間と芸術および自然との関係性を常に高めてきた。 

 ・最終段落最終文で、「進化的な観点から、自然界と芸術にあるフラクタルは私たちの生活に意義のある影響

を及ぼしてきた」とあり、これが最終段落および全体の主旨である。 

問 10 「本文のタイトルで最もふさわしいのはどれか」 

  エ. フラクタルの科学と美 

問 11 「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．円はフラクタルの理想的な例になる。 

 ・本文にそのような記述はない。したがって、Ｆとなる。 

 ２．危険な気象現象に対して備えるために、政府はフラクタル分析を利用し始めた。 

 ・第 3段落最終文で、「現在、フラクタルを用いた予測が、自然災害に備えるために気象学者から政府機関に

提供されている」と述べられている。したがって、Ｔとなる。 

 ３．フラクタルパターンは、最初に 1500年代に芸術として表れ始めた。 

 ・第 4段落最終文で、「フラクタルの模様は 5世紀のローマンモザイク画や…で見られる」と述べられてい

る。したがって、Ｆとなる。 

 ４．1999年の記事で報告された研究で、フラクタルでないパターンを選んだのはたった 7名だった。 

 ・第 5段落最終文で、「120名の参加者がどちらかを選ぶように指示されたとき、113名がフラクタルパター

ンを選んだ」と述べられているため、選ばなかったのは 7名ということになる。したがって、Ｔとなる。 

 

２ 

１．イ. be retained 

 「大学が学生に提供する批判的思考法は、できるだけ持ち続けることが重要である」 



 

 

・that節の文構造は、the critical thinkingが主語、universities provide students withが主語を修飾する関係

詞節、be retainedが述語動詞となっている。 

・it is…that SVで、〈要求・必要・提案〉を表す場合、that節中のＶは should＋原形もしくは原形となる。 

２．イ. it that man who 

 「息子がプールに落ちるのを止めてくれたのはあの男性ですか」 

・強調構文 It was that man who stopped…の疑問文。 

３. ア. will have been teaching 

 「最も人気のあるカワサキ先生は、次の 3月で退職するまでにその高校で 20年間教えたことになる」 

・〈未来の基準点までの継続〉を表す未来完了進行形。 

４. イ. annoyed 

 「彼らは、私の言い訳に困惑したかのように顔をしかめて聞いていた」 

・as if they were annoyed by my excuses の they wereの省略。 

５. ウ. the dirtier 

 「このコーヒー用マグカップは私が毎朝使っているので、ペアのうちで汚い方です」 

・〈the 比較級 of the two〉「２つのうちで…な方」 

６. エ. strengthen 

 「複雑な振り付けを習得する前に、体幹の筋肉を鍛えるのが重要だとダンスのインストラクターのティナは

言う」 

・strengthen「…を強化する」 

７. イ. should 

 「ここでの会議で万一何かお手伝いが必要になったら、遠慮なくボランティアスタッフにお申し付けくださ

い」 

・if you should need…の ifの省略による shouldの倒置。 

８. ウ. much 

 「その家族はあまりにも多くの荷物を持ってきていたので、チェックインの際に追加料金を払わなければな

らなかった」 

・luggageは不可算名詞なので「多くの」はmuchを用いる。 

９. エ. doing the shopping and cleaning 

 「夫と妻で分担しないといけない家事には、買い物やリビングルームの掃除などがある」 

・動詞の includesの目的語で、doing the shoppingと cleaning the living roomの２つの動名詞句が andで並

列されている。 

10. ア. be forgotten 

 「前に進むときは、私たちのために道を切り開いてくれた人たちを忘れないようにしよう」 

・let O be done 「Oが…されるようにする」 

 

３ 

１. ウ. question 

 「暗い歩道で 1人の歩行者を見て、その警官はすぐにその男に職務質問を始めた」 

・interrogate「…に尋問をする」 

２. ウ. predict 



 

 

 「現在の景気後退を予測できなかったので、一部の経済学者たちは困惑した」 

・foresee「…を予想する」 

３. エ. precious to me 

 「私の赤ちゃんは目の中に入れても痛くないほど愛おしい。でも、この子が同じように私を見ているとは思

わない」 

・the apple of my eyes「目の中に入れても痛くない（ほど愛おしい）もの」 

４. ア. able to read and write 

 「その調査結果で最も心配なことは、調査された親のうちたった 78％しか読み書きができないとわかったこ

とだ」 

・literate「読み書きのできる」 

５. エ. were forgotten 

 「80年代に活躍した多くのポップシンガーは 90年代には忘れ去られた」 

・fall into obscurity「忘れ去られる」 

６. ア. inability  

 「あなたの事業の失敗は、必ずしも従業員が無能だったからではない」 

・incompetence「無能」 

７. イ. preparing 

 「新学期の準備のために、ほとんどの教授たちはいつもより早く仕事に向かっている」 

・gear up for「…の準備をする」 

８. ウ. flatter me 

「私たちの研究グループには、もう新しいメンバーを入れる余地はないよ。だから、私におべっかを使うのは

やめてくれ」 

・butter up「…におべっかを使う」 

９. ア. relevant  

 「あなたの主張が適切でなければ、だれもあなたの意見を真剣に受け止めたりはしないよ」 

・pertinent「適切な、関連した」 

10. イ renovated 

 「私たちのオフィスは 2年前に改装されたけど、上司はいまだにそれでよかったのか考えている」 

・refurbish「…を改装する」 

 

４ 

1. エ 2. エ 3. ウ 4. ア 5. エ 6. エ 7. イ 8. エ 9. ウ 10. ア 

 

1. 「対話によると、イベントは エ. 地球・宇宙博物館と管制センターの協力によるものである」 

・エレナの 1番目の発言で、「英国の地球・宇宙博物館の館長の…」と自己紹介があり、さらに同じ発言の後半

で「管制センターの協力のおかげで…」とある。 

2. 「対話によると、キャプテン・ルーが国際宇宙ステーションへ行った主要な目的は何か」 

 エ. 宇宙飛行士が宇宙により長く滞在するのを可能にする方法を見つけること 



 

 

・エレナの 3番目の発言の中に、「無重力でレタスを育てるのをモニターするのが主要なミッションですよね」

とあり、それを受けてキャプテン・ルーが「宇宙空間で食べ物を育てることが、より長い宇宙旅行計画の次

のステップです」と答えている。 

3. 「キャプテン・ルーが in the blink of an eyeと言ったとき、ウ. 非常に速くと言いたかったのだろう」 

・in the blink of an eyeは字義通りでは「瞬きする間に」の意味だが、そこから「あっという間に」の意味で

用いられる。 

4. 「対話によると、なぜ 2段階目の地上 200キロメートルが飛行時間の大部分を必要とするのか」 

 ア. 軌道に乗った後、宇宙飛行士たちはペースを落としいくつかの安全点検を行う。 

・キャプテン・ルーの最後の発言の中に、「地上 200キロメートルに達すると軌道に乗り、重力と闘う必要がな

くなります…しかし、重要な安全点検をしなければならないのでリラックスはできません」とある。 

5. 「対話によると、イベント中にどんな問題が発生したか」 

 エ. 技術的な問題 

・エレナの最後の発言の中に、「声が聞こえません。宇宙ステーションとのコミュニケーションが不可能になり

ました」とある。 

6. 「対話によると、ハーフタイムの得点は何か」 

 エ. スピアーズが 12点、コメッツが 9点 

・ギルバートの 1番目の発言の中に、「スピアーズはコメッツより 3点リード…コメッツがなぜ 9点取れたのか

わからない」とある。 

7. 「対話によると、ブルースとギルバートはどんなことで意見が合わないか」 

 イ. 1人の選手のあるプレーの重大さ 

・ある選手のプレーに対して、ブルースが 1番目の発言で「反則としてプレーを止めなかったレフリーが間違

いだ」と述べ、それに対してギルバートが「それは違う。試合を止めなかったことは正しい」と述べてい

る。あるプレーが反則かどうかで意見が分かれたということは、そのプレーの重大さで意見が合わないと言

える。 

8. 「ギルバートが a blessing in disguiseと言ったとき、彼は エ. 不運な出来事が良い結果になったと言いたか

ったのだろう」 

・a blessing in disguiseは字義通りでは「変装している天の恵み」となる。これは一見悪く見えるものが、結

局は良いものだったときのことを指し、日本語では「災い転じて福となる」が近い意味である。 

9. 「対話によると、カイルは ウ. この試合のレフリーだろう」 

・ブルースの 2番目の発言の中に、「カイルが笛を吹いて、レッドカードを出さなかったことが信じられない」

とある。 

10. 「対話によると、ボウムは ア. 転びそうになることで気をそらし、スミスを抜いて得点した」 

・ブルースの 3番目の発言の中に、「ボウムが意外にもつまずいた（＝trip）。これがディフェンダーのスミスを

困惑させてボウムの得点を許してしまった」とある。 

 

５ 

問 1 ア 

・正しい順序は次の通り。３「何度かの失敗の後に、歴史上最も偉大な工学の業績の 1つが 1858年に成し遂げ

られた」２「その夏、4隻の海軍船が大西洋の海底に 3200キロメートルのケーブルを敷くことに成功した」

１「アイルランドとカナダを結んだことで、このケーブルが初めてヨーロッパと北米の電信によるやり取り



 

 

を可能にした」４「実際、船で海洋を渡るのに 10日かかったメッセージを今や数分で送ることができ、グロ

ーバルコミュニケーションの新時代をスタートさせた」 

問２ ウ 

・正しい順序は次の通り。２「19世紀の間、アメリカとヨーロッパの数百万の人たちは、人間の行動は骨相学

を通じて科学的に説明と予測ができると信じていた」３「このやり方によると、優しさ、警戒心、さらに音

楽の能力のような個人の特徴でさえ、人の頭の形に影響を及ぼした」４「それゆえ、指先で人の頭の隆起に

触れることで、『骨相学者』は人の性格を『読み取る』ことができた」１「驚くことに、21世紀になってよ

うやく、頭の形と人格にあるとされた関係性が否定されたのだ」 

問３ ウ 

・正しい順序は次の通り。２「グンカンドリは、地上にも海面にも一度も触れることなく、一度に 2か月間も

海洋上を飛ぶ」１「翼の特徴的なWの形によって、気流上を滑空することができ、羽ばたくことなく数時間

あるいは数日間飛ぶことができる」４「さらには、このおかげで空中で眠ることができ、一度に 10秒の睡

眠、合計で 1日 45分眠るのだ」３「この短い睡眠によって、より深い睡眠の必要を先延ばしすることにな

り、地上に戻るとそこで 1日 12時間眠る」 

問 4 ア 

・正しい順序は次の通り。４「呉健雄は 1912年中国の Liu Hoで生まれ、科学を学ぶためにアメリカへ移住

し、最終的にコロンビア大学で物理学の正教授となった」２「1956年、２つの大学の要請で、同一の原子が

必ずしも同じように反応するわけではないことを示す実験を行った」１「彼女の研究は、自然界の法則と考

えられていたパリティの保存の原則が真実ではないと証明した」３「しかし、この大きな業績は、2人の准教

授がノーベル賞を受賞することに役立ったが、呉博士の貢献は認められなかった」 

 

６ 

(1) ア smallest  

・円グラフから、室内装飾の予算の割合は最も小さいことがわかる。 

(2) ア clothing  

・空所を含む文は、「（２）を売る著名人を使ったのデジタルキャンペーンによって、他の３つのカテゴリーの

2019年の予算が 2018年より減った」という内容。円グラフから、2018年より予算が増えているのは衣服の

みだとわかる。 

(3) エ dairy  

・棒グラフから、2019年に最も大きく増えたのは酪農品だとわかる。 

(4) ウ  six 

・棒グラフから、パン類の予算は 600万ドル前後であることがわかる。 

 

７ 

(1)「しかし、ほとんどの主要な科学誌は英語で書かれて広く普及しており、そのせいで他言語で書かれたもの

はそれほど多くの読者に届くことなく、その研究結果は国際的な場では見落とされるということになる」 

・disseminateは「…を普及する」の意味。meaning…は〈結果〉を表す分詞構文。those in other 

languages…と their findings are…が andで並列されている。 

(2)「結果として、絶滅の危機にある多くの希少生物や特異な土着の文化は、英語による研究の中では効果的な

説明がなされてこなかった」 



 

 

・that are in danger of extinctionはmany rare animal species と isolated indigenous cultures を先行詞とす

る関係詞節。 

 

８ 

(1) To our surprise, the light accelerated this ability, which has enabled compounds to biodegrade in a few 

days, though it would take centuries for them to do so naturally. 

・「驚くべきことに」to one’s surprise, surprisingly 

・「生物分解する」biodegrade 

 

(2) In some stories that are often used in science fictions, creatures born in a laboratory escape and threaten 

the earth, but in the actual world, they might save the earth. 

・「空想科学小説」science fiction (SF) 

・「筋書き」story, plot 

お問い合わせは☎0120-３０２-８７２ 

https://keishu-kai.jp/ 


