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１ 

問１ 2002 年に私が得た経験と知識によって、オーストラリアで勉強することが理想的

な足がかりと成りうるという考えが固まった。というのも、オーストラリアで勉強する

ことによって、私にとっては母国のものであり私の愛するロシアの言語と文化を、

英語を通じて研究することができるであろうし、またこの英語は、私がそれまでの

数年間に専門的な関心を持っていた言語でもあったからだ。 

 

問２ through 

 

問３ discovery 

 

問４ (d) 

 

問５ 私が強い表現を用いると、沈黙や不満気な様子をもって迎えられることが時折

あり、それによって私は自分が言いすぎたのだと気づかされたものだった。 

 

問６ (1)個人間の親しさの境界は曖昧なので、非常に親しいのでなければ、命令文

は使うべきではないということ。 

 (2)人があることを一人でやりたいか一緒にやりたいかを尋ね続ける必要があると

いうこと。 
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２ 

問１ ある古典的な心理学の実験では、幾何学的な図形が画面を動き回る短いアニ

メーションを説明するよう求められた人たちが、「赤の三角が青の円を画面から追

いやった」と、まるでその物体が意識を持って動いているものであるかのように、

その図形に意図を持たせる言葉を用いて説明した。 

 

問２ ②  

 

問３ 繋がりのない抽象的な事実や数字を覚えるのは非常に難しいが、物語の中に

織り込むと覚えやすくなるので、学生に科学の重要な概念を記憶させる際にも物

語が有用であるということ。 

 

問４ 進化生物学者が、進化とはある目的に向かって進む遺伝的な進歩であるという

考え方に長年抵抗してきたり、医学や心理学の研究において相関関係は因果関

係ではないということが訴えられているように、一部科学は世界を説明するのに

物語に頼り過ぎる誘惑に抵抗しなければならないということ。 
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３ 

問１ (2),(3),(5) 

 

問２ (save) 

I believe smartphones help me save time. I think so because when I go cycling 

in the place I have never been to, I have difficulty finding facilities, such as 

restaurants, convenience stores, etc. If I have a smartphone with me, I can check 

them on it and don’t have to waste my time looking for them. In addition, to get a 

seat reservation ticket, I have to wait in line. But I can get it on the smartphone 

immediately. 

 

  (waste) 

I believe smartphones would help us waste time. Because of its quick search 

function, we tend to spend more time online than needed. And, since we can 

browse on websites without difficulty or much interest, we end up with looking up 

the same information, forgetting searching it before. 
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４ 

(A)  

   The Internet is sometimes criticized as “the breeding place of rumor” because it 

has a lot of irresponsible statements and false information. However, given the feature 

of the Internet as the media, it does not necessarily follow that this criticism is right. 

 

〔別解〕 

   They sometimes criticize the Internet as “a nest of rumor” for a lot of irresponsible 

remarks and false information. But considering the feature of the Internet as the media, 

I do not straightforwardly accept this criticism. 

 

 

(B) 

   According as the Internet comes into common use, the circulation of information, 

which has been mainly conducted through mass media, will undergo changes in its 

direction, and thereby human relations and the social structure will go through 

essential changes. 

 

〔別解〕 

   As more and more people use the Internet on a daily basis, information, which has 

been conveyed mainly by mass media, will make a change of direction. Accordingly, 

human relationship and structure of human society will transform themselves. 

 


