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Ⅰ 

問 1 まずなによりも料理本だ。料理本は個々別々の食べ物を

統一のとれた全体へとまとめ上げ、さらにまたかつては

数多くの多様な料理であったかもしれないものを人々

に認められたたった一つの料理へと洗練させる。 

 

問 2 工場労働が食事の取り方を変え、中産階級の食事が新た

な中心街では主流となり、缶詰などの新しい食品技術に

よってさまざまな食品が手に入るようになるといった

ように、工業化が食事に数多くの影響を与えることによ

ってより均一化された食事の取り方が作り出された。 

 

問 3 国民的な料理という概念がその国の他の概念と一緒に

国民に提示され、料理が国家を支えられるように作り出

された伝統になること。 

 

問 4 (1) ア (2) エ (3) ア (4) ウ 

 

問 5 イ エ 
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Ⅱ 

問 1 テニスのウィンブルドン大会に出場した選手が、試合開

始のサーブに備えてボールを弾ませたとき、足に当てて

しまい、ボールが転がっていってしまったという些細な

出来事。 

 

問 2 私たちは誰もが正確な高さに球を放り投げる能力と正

確な時間を測る能力を持っているが、一度に九つの球を

操る曲芸をするには、これらだけではなく、この二つの

本質的に異なる能力を連動して監視し、より複雑な行動

を容易に生み出すことのできる、「協同」と呼ばれる第

三の能力が必要になるから。 

 

〔別解〕 

九つものボールをジャグリングするには、三つの能力が

必要になる。ボールを正確に放り上げて受けとめるのと、

タイミングを測るというのは普通の人にもできるが、そ

の二つの本質的に異なった能力を注視しながら調整し、

より複雑な動作をこなせるという第三の能力は普通の

人にはないという理由。 
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問 3 ア 

 

問 4 内部にガソリンを車輪の運動に変える機械がなければ、

車は走ることができないのとちょうど同じように、瞬時

に行われる思考や行動は、その背後に仕組みがなければ、

そんなに素早く行われることはできないだろう。 

 

問 5 ① ウ ② ア ③ イ ④ エ 
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Ⅲ 

1) ① c  ② d  ③ b  ④ a 

2) 〔Computer A を選択した場合の解答例〕 

I would like to buy Computer A. My old computer went 

wrong only two months after I bought, so full warranty 

is an essential factor. Besides, RAM size is important. 

To be sure, 2 GB is enough for participating in online 

classes, but soon I will need more RAM for other uses, 

such as pictures, and videos. Finally, I have a mouse, 

and headphones, so I don’t need another. 

 

 〔Computer B を選択した場合の解答例〕 

Computer B would be my choice for three reasons. 

First, I think the capacity of RAM is the deciding factor. 

Computer B has enough RAM and costs less than 

Computer A. Secondly, when I attend online lectures, I 

will use headphones. In contrast, a disc drive is 

unnecessary because I can watch videos and listen to 

music on the Internet. Finally, the warranty periods of 

6 months are sufficient. Most of the troubles about my 
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computers happened within six months after I bought. 

 

 〔Computer C を選択した場合の解答例〕 

I would select Computer C. First and foremost, it is the 

cheapest of the three. In a few years I may have to buy 

a faster one because technology advances quickly. Next, 

2 GB of RAM is enough for my use. I won’t use it for 

fun, such as making videos, or playing video games. 

Finally, screen size is important. I often use several 

text files at the same time, so the larger, the better. 

 

Ⅳ 

(A)〔解答例 1〕 

This is because the state of having no plan about your 

life after your thirties is to leave yourself in an 

indecisive attitude without deciding what you want to 

do, and what your lifework is. 

〔解答例 2〕 

That is because if you don’t imagine what life you will 

have after your thirties, you don’t decide what you 
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want to do or what your lifework is, leaving the matter 

of your life unsettled. 

 

(B)〔解答例 1〕 

Although the coming-of-age is twenty in Japan today, 

speaking of mental development, the starting period of 

our own intellect is preferably around the age of 15. 

That is when our own self is made and our mother 

tongue is established. 

 

〔解答例 2〕 

Although those who are twenty years old are regarded 

as adults in modern times, it is better, in terms of 

mental maturity, to consider around the age of fifteen 

as the time when we begin to think rationally of the 

goal of our life because we form our self-awareness and 

master our mother tongue underlying our thought by 

that age. 

 

 


