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〔１〕以下の英文を読んで設問に答えなさい。(25 点)
ウェブ公開版では著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は小惑星衝突
によって地球上の生物界が変化したことに関する内容の英文 32 行。
問 1．

下線部(1)を、it の指す内容を明らかにして、日本語に訳しなさい。（8 点）

問 2．

下線部(2)を日本語に訳しなさい。（7 点）

問 3． チクシュルーブ・クレーターの発見の後、生物の歴史についての見解はどのように
変わったか、本文にそって簡単にまとめなさい。（10 点）
〔２〕以下の英文を読んで設問に答えなさい。
（25 点）

ウェブ公開版では著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は子供の成長
と会話に関する内容の英文 61 行。
問 1.

(1)a

team of scientists の実験の出発点となった問いは何か、日本語で説明しなさい。

（5 点）
問 2. (2)this research finding が示唆する内容を日本語で説明しなさい。（5 点）
問 3. (3)The implications の内容を日本語で説明しなさい。（5 点）
問 4. (4)it certainly isn’t harmful の理由を日本語で説明しなさい。（5 点）
問 5. 原典ではさらにこの研究の limitation についてのパラグラフが続く。実験の内容など
を参考に、どのようなことが述べられていると考えられるか、日本語で書きなさい。
（5
点）
〔３〕次の文中の(1)から(12)の空所を埋めるのに最も適切なものは下記(A)、(B)、(C)、(D)
のどれか、記号で答えなさい。（25 点。(1)~(11)は各 2 点、(12)は 3 点）
ウェブ公開版では、著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は科学分野
における女性の受賞に関する内容の英文 37 行。

1.

(A) Fortunately

(B) Superficially

(C) Theologically

(D) Unfortunately

2.

(A) accusations

(B) citations

(C) occasions

(D) students

3.

(A) awarded

(B) denied

(C) praised

(D) withdrawn

4.

(A) crucially

(B) equally

(C) less

(D) more

5.

(A) about

(B) equal

(C) less

(D) more

6.

(A) calculate

(B) elaborate

(C) manipulate

(D) speculate

7.

(A) American

(B) Asian

(C) female

(D) male

8.

(A) abduction

(B) abstention

(C) attention

(D) attraction

9.

(A) causes

(B) cautions

(C) results

(D) superstitions

10. (A) annihilate

(B) deny

(C) enforce

(D) reinforce

11. (A) attention

(B) contribution

(C) fear

(D) satisfaction

12. (A) This is why female scientists are harassed in biomedical laboratories.
(B) After all, women are biologically inferior to men in scientific professions.
(C) That in itself would be a win for the scientific community.
(D) That is not the problem for the scientific community to cope with.

〔４〕Read the passage below and answer the following question.（25 点）
ウェブ公開版では著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は海外の制度
を取り入れて日本版を作ることに関する内容の英文 56 行。
[Question]
Do you agree or disagree with the passage above? Using specific reasons and/or
examples to support your position, write a paragraph about your opinion with 150 to
200 words in English. Write the number of words you used at the end of the paragraph.

