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◆本書の使い方◆
本書は，センター試験で出題される長文問題対策テキストとして，編集されてい
ます。
全 3 章から構成されており，第 1 章では，さまざまな形式の問題を解きながら，セ
ンター試験や私大で必要な語彙力アップと文脈把握の問題演習，また，第 2 章で
は，入試頻出である正誤問題を集中して演習することができます。正誤問題は，授
業形式ではなく，時間を設定して，短時間で解く練習などにも利用できます。さら
に，第 3 章では，センター試験の出題形式に合わせた，標準的な総合問題演習がで
きるようになっています。センター試験の長文対策の第 1 歩として，また，中堅私
大対策としても活用できるでしょう。
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第１章 語彙力・文脈把握問題演習

３

語彙力・文脈把握問題３

次の英文を読んで，あとの設問に答えなさい。
Not many people live in Antarctica. The few who do, stay there only a short time. They are
scientists from many countries. They have come to study and explore the great frozen continent. In
1959, a group of explorers from New Zealand discovered something strange there. It was a great
amount of coal. It was buried in the ice and snow – black coal. Why was this so unusual?
Scientists know that coal is made from leaves, flowers and other plants that once lived – then
died. Soon they were covered over by mud. During thousands of years, the mud became heavier. It
slowly pressed the plants together ( ア ) they became hard and changed into coal.
Here then was the mystery. How could trees and plants have once lived in this icy land?
When scientists are puzzled about something they cannot explain, they first make a guess. They
think of an idea that might explain whatever it is they are puzzled about. Then they try to prove
that their idea is either right or wrong. Such an idea is called a hypothesis.
In 1915, Alfred Wegener, a German scientist, had this idea: At one time Antarctica had been
connected to other continents! Then, he supposed, the continents had broken apart. Over millions of
years, he thought, they had moved to where they are now. This idea was called the hypothesis of
continental drift.
Look at the maps. Can you tell ( イ ) continents Antarctica might have been connected to?
Would you say South America, Africa, and Australia? If so, you agree ( a ) Alfred Wegener’s idea.
Not all scientists, ( ウ

), believed Wegener’s hypothesis. They agreed that Antarctica had once

been a warm place. But they needed facts to make them ( エ ) Antarctica had really moved away
from other lands. Could it be proved that plants that once lived in other continents had also lived in
Antarctica?
In 1969, Dr. Edwin Colbert decided to go to Antarctica to find the missing facts. He was going
to look for *fossils. A fossil is a trace in rock of a plant or an animal that died millions of years ago.
It can be a picture of a leaf, a flower, or an animal bone. Sometimes the actual bones of the animal
are found. They have been maintained in good condition within the rocks.
Dr. Colbert wanted to find fossils in Antarctica that were the same as fossils in Africa. This
would prove that the same plants and animals had lived in both places.
Dr. Colbert and his team of scientist-explorers went to Coalsack Bluff. This was ( オ ) the coal
had been discovered. Two days later, Dr. Colbert was as ( カ ) as a child with a new toy. He wrote
this letter to Dr. Bob Schaeffer at the American Museum of Natural History:

We did it!
On our first day of fieldwork we found a hill full ( b ) fossil bones. We are so happy.
This really points to continental drift, ( c ) my opinion. Antarctica must have been
connected!
The scientists continued to gather more fossils that would support their hypothesis. A few days
later Jim Jensen, one of the team, found an animal’s tooth. As soon as he could, he showed the
strange tooth to Dr. Colbert. Dr. Colbert studied the tooth. Suddenly he shouted, “Jim! This looks
like a dinosaur I found in Africa.”
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This discovery was very important. It was the tooth of a kind of animal that once lived in Africa.
All the findings proved one thing. Antarctica was once connected to the other southern continents.
The idea of continental drift was ( キ ) a hypothesis. It could now be accepted as fact.
［注］

*fossils 化石

問１ 空所（ア）～（キ）に入る最も適切な語（句）を，それぞれ①～④から１つ選びなさい。
(ア) ① after

② although

③ because

④ until
________

(イ) ① if

② how

③ which

④ where
________

(ウ) ① however

② moreover

③ on the contrary

④ therefore
________

(エ) ① believe

② to believe

③ believed

④ believing
________

(オ) ① before

② that

③ where

④ why
________

(カ) ① excited

② exciting

③ excitement

④ to excite
________

(キ) ① already

② indeed

③ no longer

④ still
________

問２ 空所(a)～(c)に入る最も適切な前置詞を，それぞれ①～⑤から１つ選びなさい。
① at

② from

③ in

④ of

⑤ with
(a)________ (b)________ (c)________
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第２章 正誤問題演習

６

正誤問題６

次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。
We’ve had an unnaturally late spring in Boston this year. It was cold and damp for most of April,
and we even had snow at the end of the month. There is the old saying, “April showers bring May
flowers,” but hearing it has not made us feel much better.
Now May is here, and the weather has gotten warm enough for us to shed our winter sweaters.
Finally, the flowers and trees have started to bud (thanks to the April showers, no doubt).
However, in addition to revealing beautiful signs of life, the plants have also been releasing that
pesky enemy of allergy sufferers: pollen. The pollen level seems especially high this year. It is almost
as if the plants had carefully stored their pollen reserves during the cold months, and they have now
been given a chance to explode. All I can say is that my nose knows that spring has arrived.
I went to a classical music concert tonight and noticed that many of the people in the audience
were sniffling. It’s common for people to cough or sneeze and shuffle papers in between movements
at a concert, but some people were sniffling even while the music was playing.
Unfortunately, I was one of them. I had to keep a tissue within close reach at all times. I knew
that all of the snifflers did not have colds but were rather reacting to the pollen outside.
My companion noticed early in the evening that I was sniffling and he asked whether the trees
had been getting to me. I was surprised that he didn’t ask me whether I had a cold, but then he said
that the pollen was affecting him as well.
He lives in the city but he told me that he’d gone to visit his family in the suburbs and even that
short trip had exposed him to enough pollen to make him feel sick.
［注］

shed 脱ぎ捨てる

bud

pesky

やっかいな

pollen

花粉

store 貯める

reserve

たくわえ

sniffle

鼻をすする

sneeze

shuffle

がさがささせる

movement

the trees had … me

reveal

つぼむ

現す

くしゃみをする

楽章
expose さらす

木からの影響を受けている
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問 Which of the following is true in this statement? Choose five of them which are true.
① In Boston they had some snow last April.
② It is May now, and people still wear their overcoats and sweaters in Boston.
③ I think that trees and flowers are very nice, but I am also worried about the pollen they release
in the air.
④ Spring has come late this year in Boston, so the plants have not been releasing so much pollen.
⑤ I am allergic to pollen and my nose is already reacting.
⑥ At a music concert it is common for the audience to cough, sneeze and shuffle papers while
the music is playing.
⑦ At the music concert tonight, I was sniffling even while the music was playing.
⑧ Most of the people who were sniffling at the concert had colds.
⑨ My companion thought that my sniffling was because of a cold.
⑩ Suburbs are worse places for people who are allergic to pollen.
⑪ My companion does not know what it is like to have an allergy to pollen.
⑫ My companion lives with his family in the city, and they had a short trip to the suburbs.
___________

___________
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___________

___________

___________

第３章 総合問題演習

１

総合問題１

次の英文を読んで，あとの問いの
⑴

に入る最も適切なものを，それぞれ選択肢から 1 つ選びなさい。

I once had a patient who was so short of sleep that she loaded her dirty dishes into the clothes

dryer instead of the dishwasher. She turned on the machine, smashing china and glasses. Another
patient went to great lengths to obtain a best-seat ticket to a football game, but was so sleepy that
he dozed off in his seat in the early minutes of play and remained asleep until the match ended.
⑵

On an everyday level, sleepy people make mathematics errors, break things and become angry

with their families, friends and colleagues. Less commonly, they make mistakes with tragic results.
It is hard to prove how many fatal car accidents are caused by the driver’s falling asleep at the wheel,
but my belief is that the number is high. Laboratory experiments have shown that in fact the sleepdeprived mind easily falls into “micro-sleeps”－momentary losses of consciousness so brief that the
*subject may not be aware of them.
⑶

In one experiment in our laboratory at Stanford University, a volunteer who had been allowed

only four hours’ sleep the night before had his eyelids taped open (uncomfortable, but it doesn’t hurt).
He was asked to press a button every time an irregular light flashed. For a few minutes he tapped
the switch after the flash, on average every six seconds. Then a bright flash rushed into his eyes －
but he did nothing.
⑷

“Why didn’t you press the switch?” we asked.

⑸

“Because there was no flash,” he replied.

⑹

Machines monitoring brain activity showed that at the very moment the light had flashed, the

man had unknowingly fallen asleep, eyes wide open, for two seconds. If he had been driving, those
two seconds could have meant disaster.
⑺

Social pressures to work more and at odd hours have cut our sleep time over the past century

by about 20 percent. Add to this our desire to have and do it all － work, family, sport － and there’s
little time left for rest.
⑻

Generally, adults need to sleep one hour for every three hours’ awake, which means that most

need about eight hours of sleep a night. Of course some people need more and some less. Children
and teenagers need an average of about ten hours.
⑼

The brain keeps an exact account of how much sleep we owe to it. My colleagues and I made up

the term sleep debt because *accumulated lost sleep is like a debt of money; it must be paid back. If
you get an hour less than a full night’s sleep, you carry an hour of sleep debt into the next day －
and your tendency to fall asleep during the day becomes stronger.
⑽

During a five-day workweek, if you got six hours of sleep each night instead of the eight hours

you needed, you should build up a sleep debt of ten hours (five days times two hours). Because sleep
debt accumulates in an additive way, by day five your brain would tend towards sleep as strongly as
if you had stayed up all night. From this viewpoint, sleeping until noon on Saturday is not enough
to pay back the ten lost hours as well as meet your nightly requirement of eight; you would have to
sleep until about 5 p.m. to balance the sleep account. But for most people it is difficult to sleep that
long because of the monitoring mechanism of the biological clock within us that controls sleeping
and waking.
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［注］

*subject 被験者，実験を受ける人

*accumulate 蓄積する，蓄積される

.

問１ In paragraph⑵, “less commonly” means the
① more often

② very rarely

③ less often

④

very often
________

問２ In paragraph⑵, “micro-sleeps” means sleep

.

① into which you fall for so short a time that you may be unaware of it
② into which you fall for some minutes
③ in which you are half awake
④ in which the microwaves in the brain cause a loss of consciousness
________
.

問３ In the experiment in paragraph⑶, the subject was asked to
① flash a light by pressing the button
② push a button regularly every six seconds
③ keep pushing a button for six seconds when a light flashed
④ push a button each time a light flashed

________
.

問４ In paragraph⑹, the subject’s eyes were wide open because
① he was actually awake
② a bright light rushed into his eyes
③ it was impossible for him to close his eyes
④ he tried very hard not to fall asleep

________
問５ The term sleep debt in paragraph⑼ is “debt” because

.

① it is something you may build up and must pay back
② it is something you cannot go without
③ it is something you should never have
④ it is something you may lend to the brain
________
.

問６ In paragraph⑽, “by day five” means
① by 5 p.m.

② by the fifth day

③ five hours a day

④ for five days
________
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語彙力・文脈把握問題２
日本人の約 4 分の 3 は都市部に住んでいる。都市人口の大部分は，すべて本州にある，東京，
横浜，大阪，名古屋の 4 大都市に集中している。多くの点で，日本の大都市は欧米と似ている。商
業地区には高いコンクリートや鉄筋のビルが立ち並んでいる。ラッシュ時には広い高速道路も車で
渋滞する。現代の高架鉄道や電車は何百万という通勤客を運ぶ。多くのレストランは，ハンバーガ
ーやホットドッグ，ピザのような米国人が好むものから，欧州高級料理まで何にでも対応する。多
くの大都市では世界中からの最新の映画や音楽，劇が提供される。
しかし，大都市でも，多くの古い習慣がいまだに栄えている。狭い路地の小さな店では，床を覆
うものとして使われる，畳と呼ばれるわらの敷物のような伝統品を扱っている。近代的な文具店で
はボールペンだけでなく習字（繊細な手書きの芸術）の特別な筆や墨用の筆も売っている。おもち
ゃ屋には，伝統的な日本服を着た人形と同様に，最新のコンピュータゲームもある。最も込み合っ
た都市にさえ，美しい庭園，公園，神社があり，そのすべてが日本人の自然を愛する心を反映して
いる。
【解説】
(1)

④

address は「～に焦点を当てる」という意味を表す。be addressed で「集中している」と

いう意味になる。
(2)

③

「西洋諸国のそれらに似ている」という意味にすればよい。those は前出の名詞（複数形）

の代わりをする。
(3)

④

crowd はここでは「～に群がる」という意味を表す。したがって，
「高いコンクリートや鉄

筋のビルが商業地区に群がっている」という意味にすればよい。district は「地区」という意味。
(4)

② 「たくさんのレストランはあらゆるものを提供する」という文にすればよい。serve は「～
を給仕する」という意味。

(5)

①

「ヨーロッパの料理」という意味にすればよい。dish は「料理」という意味。

(6)

②

第１段落には大都市の様子が書かれているが，第２段落以降は伝統について書かれている点

に注目する。
(7)

④

specialize in A で「A を専門にする」という意味。

(8)

③

「畳と呼ばれる藁の敷物」という意味にすればよい。

(9)

①

「習字用の」という意味にすればよい。

(10) ③ 「そしてそれらの全てが日本人の自然に対する愛を映し出している」という意味にすればよ
い。関係代名詞の which は all of which や some of which などの形で使われることがあり，
「それ
らの全て」や「それらのいくつか」という意味を表す。本問では，which の先行詞は beautiful
gardens, parks, and shrines となっている。
【語句】
three-fourths 「４分の３」

in many ways 「多くの点で」

numerous 「数多くの」 millions of ~ 「何百もの～」
flourish 「繁栄する」

resemble 「～に似ている」

such as ~ 「例えば～」

as well as ~ 「～と同様に」

語彙力・文脈把握問題３
南極大陸には多くの人々が住んでいるわけではない。そうする人で，わずかしか滞在しない人
は限られている。彼らは多くの国々から来た学者たちである。彼らは大きな凍った大陸を研究し探
究するためにやってくる。1959 年，ニュージーランドの探検隊がそこで珍しいものを発見した。
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それは大量の石炭であった。それは氷と雪に埋まった黒炭であった。なぜこれがそんなに珍しかっ
たのであろうか。
学者たちは，石炭は昔生きていたが枯れてしまった葉，花その他の植物で作られていることを知
っている。すぐに，それらは土に覆われてしまった。長年の間に，土は重くなっていった。それら
が固くなり，石炭へと変わるまで，土は一緒にゆっくりと植物を押しつけていったのである。
ここで謎があった。この凍った土地にどうして木や植物が生きることが出来たのであろうか。
学者たちは，説明のできないことを考えるとき，まず推測する。彼らは，自分たちが困惑してい
るものがなんであろうと，それを説明してくれそうな見解を考え出す。そして，彼らの考えが正し
いのか間違っているのかを証明しようとする。そのような考えを仮説と言う。
1915 年，ドイツの学者であるアルフレッド・ウェゲナーはこのような考えを持っていた。かつ
て，南極大陸はほかの大陸とつながっていたのだ。その後，その大陸は切りはなされたのだと考え
た。何百万年もの年月を経て，現在の位置に移動したのだと考えた。この考えは大陸漂流説と呼ば
れた。
地図を見てください。南極大陸はどの大陸とつながっていたかわかりますか。南アメリカ，アフ
リカ，オーストラリアだと言いますか。もしそうなら，あなたはアルフレッド・ウェゲナーの考え
に同意していることになる。
しかしながら，すべての学者がウェゲナーの仮説を信じたわけではなかった。彼らは南極大陸が
かつて暖かいところだったということには賛成であった。しかし，彼らには，南極大陸が本当に他
の陸地から離れたということを彼らに信じさせる事実が必要であった。かつてほかの大陸で生きて
いた植物も南極に住んでいるということは証明されるのであろうか。
1969 年，エドウィン・コルバート博士は欠けた事実を見つけるために南極大陸に行くことを決
心した。彼は化石を探そうとしたのである。化石とは，何百万年も前に死んだ植物や動物が岩石中
に残った痕である。それは葉，花または動物の骨の絵柄のこともある。実際の動物の骨が見つかる
ときもある。それらは岩石の中に良い状態のまま残っている。
コルバート博士は南極大陸でアフリカの化石と同じ化石を見つけたいと思った。これは，両方の
場所で同じ植物と動物が生きていたことを証明するのである。
コルバート博士と学者探検隊のチームはコールサック絶壁へ行った。これは石炭が発見された場
所である。2 日後，コルバート博士は新しいおもちゃで遊ぶ子どもと同じように興奮した。彼は米
国博物館のボブ・シェーファー博士にこの手紙を書いた。
「我々はやりました。野外調査の 1 日目に我々は化石骨でいっぱいの丘を見つけました。本当に
うれしいです。これはまさに大陸の漂流を示すものだと思います。南極大陸はつながっていたに違
いありません。
」
学者たちは彼らの仮説を支持する，より多くの化石を集め続けた。数日後，隊員の一人であるジ
ム・イェンセンが動物の歯を発見した。できるだけ早く，彼はコルバート博士にその珍しい歯を見
せた。コルバート博士はその歯を調べた。突然，彼は「ジム。これは私がアフリカで見つけた恐竜
に似ている」と叫んだ。
これは重要な発見であった。それはかつてアフリカで生きていた動物の種類の歯であった。すべ
ての発見が 1 つのことを証明した。南極大陸はかつて，他の南半球の大陸とつながっていたのであ
る。大陸漂流説はもはや仮説ではない。それは現在では事実として認められうるものとなった。
【解説】
問１

(ア) ④

(イ) ③

(ウ) ①

(エ) ①

(オ) ③

(カ) ①

(キ) ③

(ア)は「それらが固くなり石炭に変わるまで」という意味にすればよい。(イ)は「あなたは南極
大陸がどの大陸とつながっていたと言うことができますか」という意味にすればよい。(ウ)は第
6 段落でウェゲナーの意見を紹介したあとに，
「全ての科学者がウェゲナーの仮説を信じている
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occurring throughout society ＝ this process occurs throughout society and … 分詞構文。
travel agency 「旅行代理店」

in short 「要するに」

not necessarily 「必ずしも～でない」

had I taken ~ ＝ if I had taken ~ 仮定法過去分詞完了
packaged tour 「パッケージツアー，セット旅行」
in any event 「とにかく」

add to ~ 「～を増す」

for good or bad 「良かれ悪しかれ」

no longer 「もはや～ではない」

put up with ~ 「～を我慢する，耐える」

those = the solutions

正誤問題６
今年ボストンではいつになく遅い春を迎えた。4 月はほとんどの日が寒くて湿度が高く，月末に
は雪まで降った。古いことわざに「4 月の雨は 5 月の花を咲かせる」とあるが，これを聞いても私
たちは少しも気分がよくならなかった。
さて 5 月になって，気候も冬のセーターを脱ぎ捨てるのに十分なほど暖かくなった。ついに花
や木々のつぼみが膨らみ始めた（もちろん 4 月の雨のおかげである）
。
しかしながら，美しい生命の兆しが現れるのに加えて，植物たちはアレルギーに苦しむ人たち
にとってあのやっかいな敵，つまり花粉も放出するようになった。今年は特に花粉のレベルが高い
ように思われる。それはまるで植物たちが，寒い数か月の間花粉を注意深く貯蔵庫に貯めていたか
のようで，彼らは今放出するチャンスを与えられたのである。私が言えるのは私の鼻は春が来たこ
とがわかるということだけである。
私は今夜クラシック・コンサートへ行ったが，聴衆の多くが鼻をすすっているのに気づいた。
コンサートで楽章の間に人々がせきをしたり，くしゃみをしたり，紙をがさがささせたりするのは
ふつうだが，曲が演奏されている間でさえも鼻をすすっている人がいた。
不運にも，私もその 1 人だった。私はいつでもティッシュをすぐ届く範囲に持っていなければ
ならなかった。鼻をすすっている人がすべて風邪を引いているわけではなく，むしろ外の花粉に反
応していることを知っていた。
一緒に行った男はその夜早く私が鼻をぐすぐすやっているのに気づき，木からの影響を受けて
いるのかどうか尋ねた。彼が風邪を引いているのかと聞かなかったことに私は驚いたが，そのとき
彼は自分も同様に花粉に影響を受けていると言った。
彼は都市に住んでいるが，郊外に住む家族を訪れたら，その短い移動だけでも具合が悪くなる
ほどの花粉にさらされたと話していた。
【解説】
問

①，③，⑤，⑦，⑩

①は第 1 段落に記述がある。③は第 3 段落の内容と一致する。⑤は第 4 段落の内容と一致する。⑦
は第 4 段落と第 5 段落の第 1 文に記述がある。⑩は第 7 段落の筆者の友人が言っている内容から判
断する。
【語句】
saying 「ことわざ」

in addition to A 「A に加えて」

allergy sufferers 「アレルギーに苦しむ人たち」
common 「ありふれた」
at all times 「常に」

cough 「咳をする」

explode 「爆発する」
within close reach 「近くに→手元に」

react to A 「A に反応する」

14

suburbs 「郊外」

総合問題１
以前，寝不足で，汚れた食器を食器洗い機ではなく，衣類乾燥機に詰め込んだ患者がいた。彼
女は衣類乾燥機のスイッチを入れ，食器やグラスを粉々にしてしまった。フットボール試合の特等
席を努力して手に入れたが，あまりに眠くて，試合が始まってすぐ，その席でうたた寝をしてしま
い，試合が終わるまで寝てしまった患者もいた。
日常生活では，寝不足の人々は計算間違いをしたり，物を壊したり，家族，友人，同僚に腹を
たてるようになる。数は多くないが，悲劇的な結果をもたらすような間違いをすることもある。ど
れほどの数の重大な自動車事故が居眠り運転によって引き起こされるかを証明するのは難しいが，
その数は多いと私は信じている。実験によって，寝不足の頭は容易に“micro-sleep”―被験者が気づ
かないほどのとても短い瞬間的な意識の喪失―に落ちることが示されている。
スタンフォード大学の私たちの研究室でのある実験で，前の晩に 4 時間だけ睡眠を許されたボ
ランティアは目を開けておくために，まぶたにテープを貼られた（不快だが，害にはならない）。
不規則にライトが点滅するたびにボタンを押すように言われた。数分間，平均６秒ごとに点滅する
光の後で彼はスイッチを押した。それから明るい点滅が彼の目に飛び込んできた。しかし，彼は何
もしなかった。
「なぜ，スイッチを押さなかったの」と私たちは尋ねた。
「点滅がなかったから」と彼は答えた。
脳の活動をチェックしている機械は，光が点滅したまさにその瞬間，その人は 2 秒間，目を十
分に開いていたのに，知らないうちに寝入っていたことを示した。もし彼が車を運転していたら，
その 2 秒間は惨事を意味したかもしれない。
より多く，しかも変な時間に，働くという社会的プレッシャーのため，過去 100 年間で睡眠時
間は約 20％減った。仕事，家族，スポーツといったすべてを所有し，行うという私たちの欲求を
これに加えれば，休息のために残された時間はほとんどない。
一般的に，大人は目を覚ましている 3 時間の間に 1 時間眠る必要があり，これは，ほとんどの
人は一晩に約 8 時間の睡眠が必要だということを意味している。もちろん，もっと必要な人，それ
ほど必要ない人もいる。子供や 10 代のころは平均約 10 時間必要である。
脳は私たちがどのくらい睡眠をとったかを正確に会計簿につけている。同僚と私は，蓄積され
た寝不足は借金のようなもの，すなわち返さなくてはならないものなので，“sleep debt（睡眠負債）”
という言葉を作った。もし，夜の十分な睡眠より 1 時間少なければ，1 時間の睡眠負債が翌日に持
ち越される。そして，日中に寝入る傾向が強まる。
週 5 日の仕事中，もし必要な 8 時間でなく毎晩 6 時間の睡眠だとすると，10 時間（5 日掛ける
2 時間）の睡眠負債にまでなる。睡眠負債は加法の方法であるので，5 日目ともなると，脳はまる
で徹夜していたかのように眠たくなる。こう考えると，土曜日に昼まで寝ていても，その夜に必要
な８時間の睡眠と同時に，失われた 10 時間を取り戻すのは十分ではない。睡眠の勘定を精算する
には午後５時まで眠らなくてはならないだろう。しかし，たいていの人にとって，睡眠と目覚めを
コントロールする体内時計の仕組みのために，それほど長く眠ることは難しい。
【解説】
less commonly は「より一般的でない」という意味を表す。

問1

③

問２

①

micro-sleep は「非常に小さな眠り」という意味を表す。下線部のあとに説明がある。

問３

④

第 3 段落に実験の内容が書かれている。

問４

③

第 6 段落に間接的に示されており，選択肢①，②，④は本文の内容と一致していない。

問５

①

第 9 段落に記述がある。
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問６

②

by day five は「5 日目までには」という意味。

【語句】
go to great lengths to do 「～するために大いに努力する」
less commonly ＝ less often 「それほどよくあることではないが」
at the wheel 「運転中に」
have his eyelids taped open 「彼のまぶたをテープでとめて目を開けておく」
five days times two hours 「5 日掛ける 2 時間」
meet requirement 「要求を満たす」

as if … 「まるで…のように」

balance ~ account 「～の勘定を精算する」

総合問題２
「アイコン」という言葉を聞いたとき，たいていの人はコンピュータの画面にあるような小さ
な画像を考える。しかしながら，「アイコン」という言葉はさらに違う意味を持つ。それは，社会
に属する多くの人々のイメージや願望を表す人物を意味することもある。
歴史を通じて，社会に属する人々はアイコンを必要としてきた。最近になるまで，
「アイコン」
は宗教的，政治的な理由で作られた。寺にあるブッダの像や絵はもちろん，教会にあるキリストの
像や絵は宗教的なアイコンである。同様に，国王や女王，皇帝や，皇后，その他の指導者の絵は政
治的なアイコンである。どちらの場合も，絵や像はある一つの社会の価値観を示し，また完璧な人
間なるものの特徴を例示している。
マザー・テレサやマハトマ・ガンジーがそうであったように，アイコンはいまだに宗教や政治
の分野から現れるが，これらの伝統的な分野以外から現れることもある。俳優，スポーツ選手，作
家などを含むたくさんの有名な人物がアイコンとして選ばれる。もちろん，名声はアイコンになる
一つの方法である。しかしながら，名声だけでなれるものではない。これがもし本当ならば，すべ
ての映画俳優や政治家がアイコンになるだろう。このようなことは起こらない。アイコンの地位は
有名な人のほんのわずかに与えられるものである。単なる名声からアイコンという地位へ変わるに
は，第一に想像を抱かせる人物であることが求められる。今日，こうした変化はたちまちのうちに
起こる。例えば，一俳優から若者の願望と苦闘のシンボルになったジェームズ・ディーンを考えて
みよう。1995 年に撮られた写真で，彼は雨にぬれながらニューヨークの街を歩いている。多くの
人にとって，それは自分の内なる恐怖に冷静に向き合っている若きヒーローを示していた。これが
ジェームズ・ディーンを一俳優から同世代のアイコンへと変えた。
アイコンへと変わる付加的な側面としては，新たに作り出されたヒーローが社会を結束させる
願望や価値観を反映していることが必要である。こうして，アイコンは有名ではない人から作り出
される。ある無名の男性が，1989 年，中国軍が北京の広場に入るのを阻止している写真を撮られ
た。民主化を求める学生運動を支持する彼の写真で，彼は自由を求めて闘っているすべての人にと
ってのアイコンになった。その学生運動は鎮圧されたが，彼の社会的アイコンとしての地位は明ら
かである。なぜなら彼が中国における平和的変化の願望に注意を向けさせたからである。今日でも，
彼は民主主義のシンボルである。
最後に考慮すべきことは，アイコンは社会的価値観を反映し続けるか，そうでなければアイコ
ンとしての地位を失うかのどちらかだということである。薬物使用によってファンを失望させる俳
優やスキャンダルを引き起こす政治家は，決してアイコンの地位を得ることはない。アイコンはそ
の像を維持するために，絶えず働いていなくてはならない。俳優，渥美清のように。彼は世界的に
有名な寅さん映画のスターだった。働く者のヒーローとして絶えず快く自分を示すこと，自分の道
を自由に進むことで，彼は世界中で人気者となった。
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