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I 

問 1  
This turned out to be a rather good section, and there does not seem to be any problem 

with it. There was some concern that it focused on abstractions and required a fairly high 

degree of logical thinking. As a consequence, it was considered to be quite challenging. 

However, judging from the large numbers of correct answers, this did not seem to be the 

case.  

 

問 2 

概ねよくできていた。 

 

問 3 

概ねよくできていた。（３）を butai, （４）を audience と書いていた誤答が散見

された。 
 

問 4 

概ねよくできていた。 
 

II 

問 1 

直前の数行だけをまとめた答案が散見されたが、第１パラグラフで Bill Langlois

さんの生活が具体的に書かれているのでその内容を踏まえながら日本語で簡潔

にまとめることが求められる。 
 

問 2 

総じてよく書けていた。富裕層ほど人との交流が多くなり, 有益であるという本

文の趣旨が簡潔にまとめられていた。 

問 3 

概ねよくできていた。 
 



III 

問 1 

この段落の前の方に書かれた matrimony と motherhood がこの説明のキーワード

となる。多くがこの語に注目して、カサットが 19 世紀という時代が女性に強い

た制限を超えて、男性と同等に活躍し、高い評価を得た芸術家であったことを述

べることができたが、何人かは Although の文の後半に注目してしまっていた。 

 

問 2 

概ねできていた。キーポイントが acquainted students with の with だった。 

 

問 3 

この問題で満点を取った受験者はおよそ 3 割だった。この問題を解く重要なポ

イントは、文章全体にとって、どの選択肢が最も適合するかどうかである。最も

多かった誤答はダミーである選択肢(5) 「In 1894 the Cassatts visited Europe for a 

brief stay」を空欄（D）に入れたものであった。1894 年というと Mary は 50 歳で

あり、前の段落に書かれてあるアメリカでの学生時代の話からかなり飛びます。

正解は(2)で「Since the fall of Napoleon in 1815, the city reigned supreme as the art 

capital of the world」であった。まず the city が直前の文にある Paris をはっきりと

示しており、the art capital of the world も直後の文にある the prestigious Ecole des 

Beaux Arts と密接に関連する。 
 

問 4 

内容的に適切であり、説得力のある意見を出せるかどうかを見た。I respect her 
independent spirit and strong determination to become an artist, though it was difficult 

for women to live like her.など優れた答案があった。満点にならなかった答案は意

見というより自分の感想が書かれていた。例えば、She is so brave. I want to be like 

her. 」などである。 

 

IV 

正答率にばらつきがあった。出来ていない所は F と G, H と I, I と J を逆にして

いるものが見られた。 

 

 



V 

Most of the students responded well to this question. As well as losing points for 

grammatical mistakes, a proportion of test-takers did not respond appropriately to the 

essay prompt, focusing on the causes of environmental problems (for example air 

pollution and deforestation), rather than the consequences of not protecting the 

environment (for example the rise in ocean level and how that will make some islands 

uninhabitable in the future). 


