
 

 

 

 

 

2023年度 東京医科大学 
【 講 評 】 

 大問１の発音・アクセント問題がなくなったことが、昨年度からの大きな変更点である。その分、第４問の長

文読解問題の本文の語数が増加した。難度は全体的にやや易化した印象を受ける。このレベルであれば最低８割

の得点率は欲しいところである。 

第１問は「語彙問題」。bの improvise がやや難であるが、消去法でなんとか正答できるだろう。それ以外は標準的。

第２問は「語句整序英作文」。レベルは易。医学部という枠組みではなく、大学入試全体で見てもかなり易しい語句整

序問題である。ここは全問正解以外ありえないだろう。第３問は「国際子ども食堂」に関する長文問題。レベルはやや

易。身近なテーマで読みやすい。ここでも高得点を狙いたい。第４問は「海洋プラスチック問題」に関する長文読解問

題。レベルは標準。昨今の定番テーマなので、英文の読みにくいところも知識で補うことができる。例年数の多さが注

目されている内容真偽問題の選択肢が、今年度も昨年度と同じ 12題。本文と照合しながら読み進めていけば効率よく

解ける。英文和訳問題は、enactの処理でやや悩むところだが、文構造で難しい箇所はないので、丁寧に直訳すれば大

きな減点は避けられるはずだ。 

 

【 解 答 ・ 解 説 】 

 

第１問 

a. 1 ② 「今年の地震は、多くの人が亡くなる大災害となった」 

・catastrophe「大災害、大惨事」 

b. 2 ① 「その料理人は残り物から即席で夕食を作ることができた」 

・improvise O「Oを即席で作る」 

c. 3 ① 「教授はその学生に、ミスは不注意から生まれるものだと言った」 

・arise from A「Aから生じる」 

d. 4 ② 「2022年のチリの推定人口はおよそ 1800万人だ」 

・estimated「推定の、概算の」 

e. 5 ③ 「その学生は科学の分野において傑出した調査を行ったことで表彰された」 

・outstanding「傑出した、すぐれた」 

f. 6 ② 「『彼女の声は彼の耳には音楽だ』という比喩は、彼女の声が彼を幸福な気分にさせるという意味で

ある」 

・metaphor「暗喩、比喩」 

 

第２問 

a. 7 ④ 8 ② [③⑤⑥④①②] 

[More often than not, he will come late to class.] 

「しなしば彼は授業に遅刻する」 

解答速報 英語 



 

 

・more often than not「しばしば、通常」 

b.  9 ⑥ 10 ④  [②⑥①⑤④③] 

[The prisoner’s life was at the mercy of the ruthless monarch.] 

「その囚人の生活は無慈悲な支配者のなすがままであった」 

・at the mercy of A「Aのなすがままになって」 

c.  11 ② 12 ③ [④②⑤①⑥③]  

[The young man is embarking on a new career with high hopes.] 

「その若者は大きな希望を持って新しい職に乗り出そうとしている」 

・embark on A「Aに乗り出す」 

d.  13 ① 14 ④ [②⑤①④⑥③] 

[It is still hard for her to come to terms with the sudden death of her younger brother.] 

「弟の突然の死と折り合いをつけるのは、彼女にはまだ大変なことだ」 

・come to terms with A「Aと折り合いをつける、Aを受け入れる」 

e.  15 ④ 16 ①  [②③④⑤①⑥] 

[The dean felt that the university should change its goals in order to comply with international standards.] 

「学部長は国際的基準に合わせるために、大学は目標を変えるべきだと感じていた 

・comply with A「Aに応じる、合わせる」 

f.  17 ⑥ 18 ③  [②⑥④⑤③①] 

[It goes without saying that if you have a liver disease, you should refrain from drinking alcohol.] 

「言うまでもないことだが、肝臓の病気がある場合、アルコールの摂取は控えるべきだ」 

・it goes without saying that S V「言うまでもないことだが…」 

・refrain from A「Aを控える」 

 

第３問 

19  ③ 「国際子ども食堂は   」 

・第２段落１文(This is a unique…)で、「これ（子ども食堂）はユニークな取り組みで、コロナパンデミックの

中で孤独を感じている留学生と子どもたちをつなぐものである」と述べられている。したがって、③「留学生

と地元の子どもたちをつなぐことを目的とする」が正解となる。 

20  ② 「コロナパンデミックのせいで、多くの留学生は   」 

・第 6段落１文(Many foreign students …)で、「多くの留学生はコロナパンデミックの中で孤独を感じている」

と述べられ、また第 7段落 1文 (Though part-time work…)で、「多く（の留学生）が感染症拡大のせいで仕事

を失った」と述べられている。したがって、②「孤独を感じ、さらに、アルバイトを失ったせいで経済的に苦

労している」が正解となる。 

21  ③  

・第７段落３文(A local real estate...)で「地元の不動産会社が自社の 1階ショールームを、食堂として使うた

めに無料で提供した」と述べられている。したがって、③「地元の不動産会社が、子ども食堂として使われる

ショールームに対して、少額の費用を請求した」が本文と一致せず、正解となる。 

・①「2020年現在、日本全体で子どものための食堂が 5000近くあった」 

・②「ヤマセ氏は愛媛県に帰る前、東京と東京近郊で外国人と一緒に働いていた」 

・④「ヤマセ氏は外国人を助けたいと思い、愛媛県に戻った」 



 

 

22  ④ 

・harshは「厳しい」の意味。下線部を含む文「留学生は以前ほど人々との交流ができない hash環境に苦しん

でいる」という文意からも推測できる。したがって、④ severeが正解となる。 

23  ① 

・空所を含む文は「国際子ども食堂は週に 1度開店し、毎回およそ 50人がそれに   」という意味。空所に

「参加する」の意味の participateを入れると文意に合う。したがって、① participateが正解となる。 

24  ④ 

・issueは「問題」の意味。したがって、② problemsが正解となる。 

・下線部を含む文は「それは留学生が直面する問題を解決する助けとなる新しい提案だ」となる。 

25  ② 

・下線部を含む文は「ヤマセ氏は確実な反応に   、子ども食堂の活動をさらに拡大していきたいと熱く語

った」と言う意味。これは直前の文の「国際子ども食堂の評判が徐々に高まり…」という内容を受けたもので

ある。そこで「…に感銘を受けて」の意味の impressed byを入れると文意に合う。したがって、②が正解とな

る。 

26  ④  

・enthusiasticallyは「熱心に」の意味。したがって、④ reluctantly「いやいやながら」が対義語となり、正

解となる。 

 27  ① 

 ・空所に「…として」の意味の前置詞 as を入れると、「彼女は留学生と子どもたちが交流する場として食堂を

作るというアイディアを思いついた」となり文意が通る。したがって、①が正解となる。 

 28  ⑥ 

 ・空所に前置詞 of を入れると「留学生にとっての重要な収入源（収入の源）」となって文意が通る。したがっ

て、⑥が正解となる。 

 29  ① 

 ・①「コロナパンデミック中の国際子ども食堂の役割」が本文の主旨である。 

 

第４問 

A. 30 ④ ⑥ ⑧ ⑩ 

①「202 年の研究によると、タバコの吸い殻よりも多くのペットボトル、プラスチックカップ、持ち帰り用容

器が日本の海岸で見つかった」 

・第２段落２文で「タバコの吸い殻を除くどんなゴミよりも多くのペットボトル、プラスチックカップ、持ち

帰り用容器がその国（＝日本）の海岸で見つかった」と述べられている。したがって、本文の内容と一致しな

い。 

②「2020 年のピュー報告書によると、対策が講じられると、10 年以内に太平洋ゴミベルトの浮遊プラスチッ

クは 2900万トンに達する可能性がある」 

・第３段落１文目で、「2020年のピュー報告書によると、なんらかの策が講じられないと 2040年までに海に流

れ込むプラスチックゴミの総量は 2900万トンに達する可能性がある」と述べられている。したがって、本文の

内容と一致しない。 

③「プラスチック資源循環法は、プラスチックの使用を減らしリサイクルを促進することで 2019 年の大阪ブ

ルービジョンと相反するものになっている」 



 

 

・第４段落３文で「プラスチック資源循環法は石油由来のプラスチックの使用を減らし、リサイクルを促進す

ることで、2019 年 G20 での大阪ブルービジョンの開始に貢献した」と述べられている。したがって、本文の

内容と一致しない。 

④「海洋分解性プラスチックは海洋プラスチック汚染に取り組む最も有望な解決策として知られている」 

・第６段落最終文で、「海洋分解性プラスチックは海洋プラスチック汚染に取り組む最も有望で最新のテクノロ

ジーの１つである」と述べられている。したがって、本文の内容と一致する。 

⑤「海洋分解性プラスチックは、どんな環境でも微生物、熱、光にさらされると水と二酸化炭素に分解される

物質である」 

第６段落２文で、「海洋分解性プラスチックとは、水中環境下で微生物、熱、光にさらされると水と二酸化炭素

に分解される物質」と述べられている。したがって、本文の内容と一致しない。 

⑥「植物由来の海洋分解性ポリマーで作られたストローは 2019 年から小売店で入手可能になり、今やそのよ

うなポリマーはカトラリー、買物袋、歯ブラシを作るために利用されている」 

・第８段落１文で、「カネカコーポはグリーンプラネットの生産を拡大している。それはカトラリーや買物袋を

作るために利用される植物由来で海洋分解性ポリマーである」と述べられ、続く２文では「グリーンプラネッ

ト製のストローが 2019年からセブンイレブンで入手できるようになった」とある。したがって、本文の内容と

一致する。 

⑦「マスクと除菌シートで使われる織布であるベンリーゼが『Ok Biodegradable Marine』の認証を与えられ

た」 

・第 12 段落１文で「旭化成はマスクの不織布と除菌シートのベンリーゼで（Ok Biodegradable Marine の）

認証を獲得した」とあるため、本文の内容と一致しない。 

⑧「Ok Biodegradable Marine は不充分な基準に基づいており、それゆえ海洋生物分解性の国際基準はさらな

る確立が求められている」 

・第 13 段落２文で「報告によると、海洋生物分解性の国際基準に関してさらなる取り組みが必要であり、Ok 

Biodegradable Marineのような認証は、不十分だという理由で 2015年に『撤回された』基準に基づいている

と指摘されている」と述べられている。したがって、本文の内容と一致する。 

⑨「ヤノリサーチインスティテュートの報告によると、Ok Biodegradable Marineの認証は確固たる基盤を提

供し、その物質が自然の生態系に害を及ぼさないことを保証している」 

・第 13 段落３文で「ヤノリサーチインスティテュートの報告によると、Ok Biodegradable Marine の認証は

その物質が自然の生態系に害を及ぼさないことを保証するものではない」と述べられている。したがって、本

文の内容と一致しない。 

⑩「アトランティック・パシフィック・インターナショナル・レスキューは世界で起きる溺死をなくす取り組

みをする非政府系団体で、海の安全の確保とレスキュー訓練を行っている」 

・第 18段落１・２文で「アトランティック・パシフィック・インターナショナル・レスキューは世界で起きる

溺死をなくす取り組みをする非政府系団体で、教育も行っている。その海の安全と捜索と救助訓練は、ますま

す大きくなる気候変動による影響に対して、人々に備えをさせている」と述べられている。したがって、本文

の内容と一致する。 

⑪「グリーンピースジャパンのナタリア・ヒライは、海洋分解性プラスチックのような使い捨ての素材が海洋

プラスチック問題の解決策だと主張する」 



 

 

・第 16段落２文で「ナタリア・ヒライは『海洋分解性プラスチックのようなその他の使い捨て素材へのシフト

は海洋プラスチックに対する答えではない』と言う」と述べられている。したがって、本文の内容と一致しな

い。 

⑫「2020年の政府による調査で、人々の大半が海洋プラスチック汚染を懸念し、陸地のプラスチック投棄がい

かにして海洋汚染につながるのか認識していた」 

・第 17段落３文で「2020年の調査で、たった 52％の人しか陸地におけるプラスチックの投棄が海の汚染を引

き起こすのか理解していなかった」と述べられている。したがって、本文の内容と一致しない。 

 

B. 

31  ③ 

・phenomenonは「現象、事象」の意味なので、③ incident「出来事、事例」が４つの選択肢の中では最も近

い意味となり、正解となる。 

32  ④ 

・provisionally「一時的な」の意味なので、④ tentativelyが正解となる。 

33  ① 

・legislativeは「法律の、立法の」の意味なので、① administrative「行政の、管理の」が４つの選択肢の中

では最も近い意味となり、正解となる。 

34  ② 

・heraldは「告知する、公表する」の意味なので、② proclaimが正解となる。 

35  ① 

・deteriorateは「悪化する、衰える」の意味なので、① decompose「分解する、腐敗する」が４つの選択肢の

中では最も近い意味となり、正解となる。 

36  ② 

・taskは「（仕事など）を課す」の意味なので、② assignedが正解となる。 

 

C. 

In April, Japan enacted its own attempt to direct attention to the plastic issue from creation to disposal. 

「日本は４月に、製造から廃棄に至るプラスチック問題へ注意を向けさせる自国の取り組みを立法化した」 

・enact O「Oを立法化する、（法律）を制定する」 

・attempt to do 「…する試み、努力」 

・direct A to B「Aを Bに向ける」 

お問い合わせは☎0120-３０２-８７２ 

https://keishu-kai.jp/ 


