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Ⅰ
問1
(1)

紛争ではなく気候変動の影響から逃れるために居住地
を去ることを余儀なくされた避難民。

(2)

過去４０年の間に湖の水位が上昇して移動にボートが
必要なほど道が水没するといったように、気候変動によ
って自宅以外にも、学校、診療所、道路、教会などを失
い、居住地に適応できなくなるため生活拠点を余所の地
域に求めるしかない状況。

問 2 環境難民の流出は、従来は、炭素排出国が排出量を抑制
できず、より貧しい国の政府が十分な適応策によって国
民を保護できなかった結果であると見られていた。しか
し、社会基盤を拡充しても海面上昇を抑えたり、季節に
よる降雨を元に戻したり、地球規模の温暖化を抑えるこ
とができない現在では、難民の移住が適応の方策になる
と専門家は考えるようになった。
問 3 環境難民を、混沌や無秩序を招く負担となる存在とみな
して排除するのではなく、むしろ都市の成長に必要な有
益な存在になるという視点から、難民を受け入れる備え
として社会基盤を増強し、公衆衛生から教育や医療に至
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る行政サービスを拡充させる方法。
問 4 ① adaptation

② reduce

③ emissions

問 5 （イ）（ウ）

Ⅱ
問1 ①

イ

②

ウ

③

ア

問 2 書くことは単なる音が伝えるよりもはるかに遠くまで
思考を伝えることができ、それは距離においてより遠く
まで伝え、時間においてもより先の未来まで伝えること
ができた。
〔別解〕
書くことによって、音だけで伝えるよりもずっと遠く
まで、人の思いを伝えることができた。つまり、距離
的にも時間的にも先々まで思いが届くようになった。
問 3 syllabic systems は、数百の記号が数百の発話された音
に対応する書き方である。それに対して、alphabetic
system は、少数の記号で人間の声が発する基本的な音
を表す、より単純な書き方である。
問4 ア
問 5 数千年前の人類は木の枝を使って砂の上に線を引いて
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絵を描くことで思考を伝えていたが、現在では思考を絵
にしたものを電波を用いて宇宙空間へと発信するよう
になった。

Ⅲ
(1)

① (d)

② (a) ③ (b) ④ (d)

(2)

【Apartment の解答例】
I would choose the apartment for three following
reasons. First, the apartment is the largest of three
accommodations. I want to bring a lot of books to
study English literature at university, so I need
enough space. Second, it takes 15 minutes to go to
university by subway. Although it seems too far, this
distance is convenient for me because I can read
books on a train. Finally, I don’t have to share
spaces with others. I hope that I will live in a quiet
environment

and

concentrate

on

my

study.

(91words)
【Dormitory の解答例】
I would choose to live in the dormitory. Although the
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bedroom is smaller, I’m happy to live together with
other students. I hope I will be the kind of person
who can help each other and respect different
personalities. Second, it is helpful for me to use
electricity free of charge, because I often sit up late
reading books or doing research on the Internet. In
addition, the cheap room rent is attractive. If I can
get some scholarship, I can enjoy my student life
without a burden on my parents. (91words)
【Share-house の解答例】
I would choose the share-house. First, the time to
university is the shortest. I don’t like to ride public
transportation during the rush hours. Second, I
would like the price to be as low as possible. To be
sure, the price of the dormitory is lower, but in that
case you need to pay bus fares. The total cost won’t
be so different. Last but not least, it is important
that the Internet is free! I rarely watch TV, but I
watch a lot of videos online. (87words)
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Ⅳ
問1 ①

オ

②

ア ③

カ

問 2 Although you need to acquire culture to have
originality, culture and originality often conflict with
each other. While you need to make an effort to
acquire culture, you need a good sense of originality.
問3 エ
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